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Ⅱ 各研究分野の研究成果・活動報告

1.　ハワイ観測所

 　ハワイ観測所は、米国ハワイ州ハワイ島マウナケア山頂に
ある「すばる望遠鏡」（口径 8.2 m の大型光学赤外線望遠鏡）
を用いた共同利用観測、観測データアーカイブシステム運用
事業、観測的研究、および望遠鏡システム・観測装置・デー
タ処理ソフトウェアの開発研究を行っている。
　平成25年度は、8月、9月に2ヵ月のダウンタイムを取り、主
鏡再蒸着を含む大規模な望遠鏡のメンテナンスが行われた。
新規共同利用装置としては、超広視野主焦点カメラ Hyper 
Suprime-Cam（HSC）の試験観測が前年度に引き続き行わ
れ、平成26年3月には共同利用観測を開始した。戦略枠プロ
ジェクトとしては、平成21年度に開始した高コントラストコ
ロナグラフ装置（HiCIAO）を用いたSEEDS、および平成23
年度から開始したファイバー多天体分光器（FMOS）による 
FastSoundの2つに加え、新たにHSCによる広視野撮像サーベ
イが開始された。 
　平成25年度にかかわる共同利用は、平成25年2月1日開始と
なる S13A 期のうち、4月1日からの4ヵ月分、8月1日から開
始となるS13B期の6ヵ月、および平成26年2月1日開始となる
S14A期の2ヵ月分となる。今回の報告では、共同利用関係の
統計については、S13A期とS13B期に限って報告する。

1. ハワイ観測所スタッフ

　平成25年度末の時点で、ハワイ観測所プロジェクトには、
これを本務とする研究教育職員19名（うち三鷹勤務6名）、技
術職員4名、事務職員3名、専門研究職員4名（三鷹勤務）、研
究員3名（三鷹勤務）、研究支援員1名（三鷹勤務）、事務支援
員7名（三鷹勤務）および、併任とする研究教育職員11名（う
ち三鷹勤務10名）、技術職員2名（三鷹勤務）が所属している。
また、ハワイ大学研究公社（RCUH）から現地雇用職員が72
名派遣されており、内訳は、支援科学者、ソフトウェアや観
測装置などを担当するエンジニアや、施設、機械、車両、実
験室の技術者、望遠鏡・装置オペレータ、秘書、司書、事務
職員、科研費雇用による研究者、大学院生である。これらの
職員が力を合わせ、望遠鏡、観測装置および観測施設の運用
や、共同利用観測の遂行、開発・研究、広報ならびに教育活
動を行っている。

2. 主要な観測成果

　すばる望遠鏡を用いた観測によって、平成25年度には以下
のような重要な研究成果が研究論文として発表された。

 （1）初期宇宙の研究では、宇宙誕生後10億年しか経っていない
時代に発生したガンマ線バーストを、すばる望遠鏡で高精度な分
光観測を行い、中性原子の割合が高い水素ガスによってガンマ
線バーストの光が吸収されている兆候を初めて捉え、宇宙が中性
化し始めている時代に突入している証拠を発見した。

（2）銀河進化最盛期の研究では、すばるの主焦点広視野近赤
外分光装置FMOSを用いて、100億年前の宇宙において新し
い星々が非常に活発に形成されている様子や、大質量銀河を
取り巻くガスは重元素やダストを豊富に含んでいて銀河が既
に成熟していること等を発見した。また主焦点広視野カメラ
により90億光年の距離に熱い酸素ガスを銀河の大きさを超え
た広範囲に放出している銀河を12個発見し、銀河形成の最盛
期に中心の超巨大ブラックホールからのジェットや爆発的星
形成によってガスが吹き飛ばされる現象を目撃した。

（3）ブラックホールや降着円盤の研究では、重力レンズ効果
を使って100億光年彼方にあるクェーサーの姿を2つの別の角
度から観測することに成功し、ガスの吹き出しが非一様な様
子を立体的に解明した。また、合体銀河の高解像度赤外線観
測を系統的に行い、複数の超巨大ブラックホールを持つ天体
が全体の15 %ほどしかないことから、銀河の合体とブラック
ホールの活動性には、予想されていたほどの極めて密接な関
係はなく、個性があることがわかった。

（4）原始惑星系円盤の観測では、高コントラストコロナグラ
フ撮像装置 HiCIAO を用いた戦略枠プロジェクト SEEDS に
より、太陽型の恒星を周回するこれまででもっとも暗くかつ
温度の低い惑星を、世界で初めて直接撮像法で検出すること
に成功した。また、星の回転と逆光する惑星を持つ惑星系に、
他の伴星と惑星も発見し、逆行惑星の成り立ちの成因に示唆
を与えた。

3. 共同利用

　共同利用事業は、半期ごとに課題を公募して進めている。
公募期間は、上半期 2月1日－7月31日（S13A期）、下半期8月
1日－1月31日（S13B期）としている。公募は国立天文台三
鷹にて申請を受け付け、国立天文台光赤外専門委員会の下に
設置されたすばるプログラム小委員会が国内外のレフェリー
評価を参考にして公募課題を審査し採否を決定する。S13A
期 52課題（85.5夜）｛応募総数143課題（368夜）｝、S13B期 41



II   各研究分野の研究成果・活動報告 055

課題（62.5夜）｛応募総数 146課題（362.6夜）｝が採択された。
このほか、短時間課題であるサービス観測枠での観測も実施
された。S13A期および S13B期において （ハワイ大学時間を
除く）共同利用に採択された上記課題のうち、12件（S13A期 
10件、S13B期 2件）は外国人PIの課題であった。共同研究者
を含む応募者の延べ人数では、国内機関に所属するもの1,741
名に対して、海外532名、採択課題の研究者延べ人数では国内
605名に対して海外225名である。 
　S13A期および S13B期の共同利用観測者は、延べ342名（う
ち外国人40名）であった。国立天文台三鷹では、観測課題公
募・審査、日本人で国内の研究者による観測のための出張手
続き、旅費支給事務を行い、ハワイ観測所では、観測スケ
ジュールの作成、ハワイでの観測者の宿泊、交通、観測など
の支援を行っている。S13A期およびS13B期の共同利用観測
は、ハワイ大学時間を含めて、天候のファクタ、主鏡蒸着等
の予定されていたメンテナンスによるダウンタイムを除いて、
平均88.6   %の観測可能時間割合を達成した。装置トラブルに
より約3.9 %、通信系トラブルにより約0.8 %、望遠鏡トラブル
により約6.7  %のダウンタイムがあった。
　S13A期およびS13B期にヒロ山麓施設からのリモート観測
は行われなかった。また、サービス観測は13夜行われた。 マ
ウナケア山頂の望遠鏡群の資源を有益に利用するために行わ
れているジェミニ望遠鏡およびケック望遠鏡との観測時間の
交換は、ジェミニとはS13A期2夜、S13B期4.5夜、ケックと
はS13A期4夜、S13B期6夜であった。

4. 望遠鏡のメンテナンスと性能向上

　望遠鏡の主な性能は前年度に引き続き維持されている。本
年度は、国立天文台水沢、三鷹、野辺山から技術者の支援を
得て主鏡の蒸着を行った。主鏡の蒸着の際には、主鏡材の裏
面の縁に傷が発見され、処置を行った。蒸着中には、カセグ
レン自動コネクタの交換や静圧軸受のポンプの一部の交換な
ど通常の運用中には困難な作業や、CO2クリーニング装置の
メンテナンスや、平成23年度に起きた冷却液漏れにより影響
を受けたカセグレン大気分散補正光学系の修理調整など、主
鏡がある状態では困難な作業も行った。
　このほか、さらなる望遠鏡の性能および運用効率の向上を
進めつつ、製作から10年以上が経過した望遠鏡制御機器の更
新を進めた。本年度に更新あるいは改修したローカル制御装
置は、架台制御装置、副鏡制御装置、チップティルト制御装置、
視野回転制御装置、ケーブル巻取駆動・トルク検出制御装置、
AG/SH駆動制御装置、主焦点視野回転制御装置である。経年
劣化により不確実となっていたウインドスクリーンの連結方
式の改善も行った。なお、7月に発生した高度軸の暴走事故は、
原因が老朽化した制御回路によるものと同定され、架台制御
装置の更新によって対処が完了している。スリップリングの
不調によるドーム内の停電については、原因の特定のための
監視を続けている。

5. 観測装置の運用と開発
 
　平成25年度は前年度から運用している8つの共同利用装置
すべてをほぼ安定に運用するとともに、超広視野主焦点カメ
ラHSCの共同利用をS14A期から開始した。共同利用に供し
た観測所装置は以下である：主焦点カメラ（Suprime-Cam）、
微光天体分光撮像装置（FOCAS）、高分散分光器（HDS）、近
赤外線撮像分光装置（IRCS）、冷却中間赤外線撮像分光装置

（COMICS）、多天体赤外撮像分光装置（MOIRCS）、ファイ
バー多天体分光器（FMOS）、レーザーガイド星補償光学シス
テム（AO188/LGS）、および超広視野主焦点カメラ（HSC）。
　HSCは、平成25年度には6月に7晩、10月に5晩、平成26年
1–2月に8晩の試験観測を行った。天候条件が不良な晩が多
かったが、およそ半分程度は試験が可能であった。これら
を通じ、（1）散乱光・迷光、（2）極低湿度下での真空リー
ク、（3）一部CCDの動作不良等が確認された。（1）につい
ては調査の結果、散乱光・迷光ではなく、フィルターの透過
特性の場所による差により、迷光のようなパターンが見えて
いることがわかった。（2）については、Oリング溝にアルマ
イト加工を施している部分が原因であることがわかり、対策
を施した。（3）については、経過観察中であるが、動作条件
を変えることで対応できないかを調査中である。像質やシス
テムスループット等基本的な性能は、設計どおり達成されて
いることが確認された。そこで、平成26年3月下旬より共同
利用観測および戦略枠観測に供された。今後の課題は（a）
オートフォーカス機構の実現、（b）検出効率計測システムの
構築、（c）フィルター交換装置の動作安定性の確立、（d）動
作不良CCDの対策、（e）共同利用ユーザーのデータ解析サ
ポート体制の確立、である。既存装置のアップグレードとし
ては、HDS用多天体導入ユニットの開発、MOIRCS検出器の
交換、および面分光ユニットの導入に向けての開発、および
COMICS用偏光板の開発を進めた。
　PIタイプ装置では、高コントラストコロナグラフ撮像装
置 （HiCIAO）、および可視光面分光装置（Kyoto3DII）が共同
利用観測に供された。HiCIAOは昨年度に引き続きすばる戦
略枠観測SEEDSの主力装置として使用され、成果を挙げて
いる。そのほか、高空間分解能・高コントラストコロナグラ
フ（SCExAO）は準静的なスペックルノイズを抑制する技術
を確立し、さらに高次の波面補償機能を試験中である。また、
SCExAOと組み合わせて、より高空間分解能観測を可能にす
る2つの光干渉計モジュール（VAMPIRES, FIRST）の性能実
証試験観測を行った。カナダの研究機関と共同開発している
多天体補償光学（RAVEN）は、装置がカナダからハワイ観測
所山麓施設に輸送され、平成26年度に予定されている試験観
測に向けて調整が行われた。RAVENはTMT観測装置のデモ
ンストレーターとしての位置付けである。
　また、AO188、SCExAOと組み合わせて高空間分解能の近
赤外線面分光観測を行う装置 （CHARIS）、および高度の波長
安定度を実現する近赤外線分光器 （IRD）の設計・製作が進
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んでおり、それぞれ最終設計レビューおよび装置受け入れレ
ビューを行った。これらの装置により、今後さらに系外惑星
研究が進むものと期待される。なお IRDについては、受け入
れ・運用上の観測所へ影響が大きいので、さらに継続して審
議することになった。
　HSCに続くハワイ観測所の主力装置として、すばる望遠
鏡主焦点に搭載する主焦点超広視野分光器 （PFS）の設計を
進めている。PFSは約2,400本の光ファイバーで主焦点から
天体の光をドームに設置した4台の分光器に導いて、波長
0.38 μm–1.26 μm のスペクトルを同時に観測できる装置であ
る。平成25年度は詳細設計をさらに進めるとともに、製作を
一部開始した。 PFSは予算規模が大きく、かつ複数の国に跨
がる複雑な国際協力プロジェクトであるため、国立天文台と
してプロジェクト管理の観点からレビューを行った。その結
果、予算状況に応じた、プロジェクト完了までの現実的なプ
ランの再構築が強く求められた。
　さらにHSC、PFSに続く大きな将来計画として、広視野に
わたって大気揺らぎが補償された星像が得られる地表層補償
光学（GLAO）計画を推進している。この計画は、可変副鏡
と新たな広視野近赤外線撮像分光装置の開発からなり、TMT
の観測運用が開始される2020年代におけるすばるの主要装置
として運用することを目指している。平成25年度には概念設
計レビューを予定していたが本年度には行わず、国際協力も
視野に入れてより可能性を広げた検討を行った。

6. 計算機システム、ソフトウェア

　今年度は、平成25年2月に運用を開始した第4期計算機シス
テムを、安定的に運用することを目標とした。システムのト
ラブルはなく、運用は順調である。平成26年1月、不正侵入
を受けた三鷹の計算機からハワイ観測所の1台の計算機に対
して、不正侵入の痕跡が発見された。データの漏洩や改ざん
などの被害は確認できなかったが、不正侵入の大きな原因は
ユーザーによる不適切なログイン情報の管理にあった。この
ため、ハワイ観測所においては、計算機のログインパスワー
ドを変更するなどの緊急措置をとった。三鷹のネットワーク
からのアクセスを監視、記録する方法を検討している。
　データアーカイブは、平成23年度より公開試験運用を行っ
てきた、新システムでの運用を本格的に開始した。大きなト
ラブルもなく順調に運用を行っている。新システムはアーカ
イブシステムの実際の利用状況に対応し、より使いやすい
ユーザインタフェースを用意した。また、安価なデータベー
スエンジンを用い、運営費の大幅な削減を実現した。 
　三鷹サブシステムでは、三鷹に置かれているアーカイブの
運用ならびに遠隔観測モニターの支援など、すばる望遠鏡の
利用者支援を継続的に進めている。また、S11B期から開始
したWebベースのプロポーザル投稿システムは継続的に運
用及び改良を行っている。平成26年3月に、S14B期プロポー
ザルの受付に関してシステムのトラブルが発生した。システ

ム改良後の試験が不十分であったことが原因であり、今後は
システム改良後の試験を十分に行ってから運用するよう、管
理手順を見直した。
　大量のデータを産出するHSCのデータを効率的に処理す
る計算機システムを平成22年度と平成23年度に導入したが、
今年度は処理プログラムの試験運用及び改良を行った。
　これまで使用してきたハワイと三鷹の間の専用ネットワー
ク回線の契約が平成26年3月で切れるため、平成26年4月以降
に使用する専用ネットワーク回線の調達手続きを行った。
　さらに、今年度は観測者などの来訪申請を従来の紙・FAX
による受付からWebベースで受け付け、コンピュータで処理
を行うシステムの開発に着手した。平成26年後期からの運用
を予定している。

7. 大学院・大学教育

　総研大併任でハワイ勤務となっている研究教育職員は、2
名増え、11名となった。ハワイ観測所の教員（併任を含む）
が主任指導教員となっている総研大院生は16名と増え、国立
天文台の総研大院生全体の約半分を占める。そのうちハワイ
観測所が本務の教員の院生も9名になった。
　平成25年度はハワイ観測所として4名の大学院生の長期滞
在を受け入れ、そのうち2名は総研大の院生であった。この
ほか、三鷹においても光赤外研究部との協力のもとに大学院
生教育が活発に行われている。日本全国では、すばる望遠鏡
などを用いた研究によって学位を取得した大学院生は昨年
度より4名増え11名であった。そのうち国立天文台光赤外グ
ループ所属は4名であった。
　平成26年2月には、すばる小委員会の勧告を受け、初めて韓
国のKASIと共同で、日韓のポスドク・大学院生・学生計25
名を対象とする「すばる冬の学校」を韓国デジョン（KASI）
にて開催し、データ解析講習や望遠鏡、装置、運用、サイエ
ンスなどの種々の講義を行った。また、全国の学部学生を対
象としたすばる体験企画実習（11月）および総合研究大学院
大学のすばる観測実習（11月）を行った。
　また、ハワイ観測所では月に2–3回のペースですばるセミ
ナー（英語）を開催しており、共同利用観測参加者やビジター、
ハワイ観測所所員などが最新の研究成果について発表を行っ
ている。また、三鷹では、種々のセミナーを国立天文台の他
部局や近隣の大学などと合同で開催している。

8. 広報・普及活動

　ハワイ観測所では、天文学研究に対する一般からの高い関
心に応えて（あるいは呼び起こして）説明責任を果たすこと
も観測所の大事な社会的責務であり、プロジェクトの短期
的・長期的成功に資するとの観点に立ち、広報室を設け、3つ
の基本的な活動を展開している。特に、ハワイ観測所の活動
を地元で理解してもらうことは、次世代プロジェクトを含め
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ての受容に深く関わることから、注意深く交流を進めている。
3つの柱の第1は情報発信である。すばる望遠鏡により得ら
れた科学的な成果や観測所の活動を広くお知らせするよう、
ウェブページを作成し、記者発表などの情報公開を行ってい
る。本年度は成果発表21件（和文・英文それぞれ10、11件）、
装置開発を含む観測所の活動紹介やお知らせ84件（和文43件、
英文41件）などのウェブページ掲載を行った。内容に応じ
て、日本やハワイ島地元のメディアへの働きかけ、およびア
メリカ天文学会のメーリング・サービスを利用した世界的な
ネットワークにも情報を流している。また、従来からのウェ
ブページのほかに、ツイッター、フェイスブックといった新
しいメディアでの情報発信やYouTubeを含む動画配信の取り
組みが定着しつつある。取材対応（実現したのは日本語7件、
英語3件）や報道機関からの問い合わせへの対応（日本語9件、
英語4件）、教育機関や科学館などからの各種の質問への対応
も継続している。
　第2の柱は、観測所の状況をいろいろな方に知っていただ
くための施設訪問受け入れである。平成16年度より行ってい
るすばる望遠鏡（山頂施設）見学プログラムでは、専任の職
員を主体に、見学案内や見学希望者へのタイムリーな連絡を
図っている。オンラインでの予約が可能な一般見学プログラ
ムは、主鏡再蒸着作業のために見学を中断した8月・9月以外

の期間に、521人が訪れた。ほかに138件の特別手配見学も
行ったため、総合計1,269人の訪問があった。
　山麓施設の場合は、施設見学ばかりでなく、次の項目に含
まれる活動、すなわち職員による講演や職業指導、学校生徒
が訪問した場合には、その生徒たちによる研究発表に対して
研究者による指導なども行った。今年度の施設見学は50件、
526人であった。
　第3の柱として、教育・普及活動を目的とした、地元向けの
講演会、出前授業とならび、テレビ会議システムによる日本
向けの遠隔講演・遠隔授業も行っている。ハワイ観測所山麓
施設およびイミロア天文センターなど地元の近隣機関での講
演・授業件数は100件、日本など島外での出張講演は8件、遠
隔講演は16件であった。地元での出前授業では、マウナケア
観測所群が協力する1週間の集中特別授業でのハワイ観測所
担当分69件が含まれる。このときには1,600人を超える生徒
への天文啓発が実現した。
　オープンハウスという形での施設の特別公開は行っていな
いが、地元ヒロで毎年恒例となっているマウナケア山頂の観
測所群が参加する2つの合同イベントにおいて理科教室、展示、
デモ、説明などを行った。2,000人規模の市民、家族連れ、中
高生、教員などと交流が実現している。

2.　岡山天体物理観測所

　岡山天体物理観測所（以下、観測所）は、わが国の光学赤
外線天文学の国内観測研究拠点として、188 cm望遠鏡を中心
に全国大学共同利用を推進している。また、大学と共同で研
究開発計画を進め、大学における天文学研究の基盤強化にも
貢献している。同時に、観測所の立地条件および観測環境を
生かして独自の研究活動も展開している。
　188 cm望遠鏡の共同利用では、年間220夜前後の観測が全
国の研究者により実施される。観測所は機器の維持・運用や
観測者への各種支援（観測支援、旅費・宿泊・生活支援など）
を行う。また、共同利用装置の性能向上のための改修、新し
い共同利用装置の開発、他機関からの装置持ち込みの支援な
どの活動を行う。
　大学等との共同としては、京都大学岡山3.8  m新技術光学
赤外線望遠鏡計画、東京工業大学ガンマ線バースト追求プロ
ジェクトなどを進めている。一方、平成23（2011）年度から

「大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネット
ワーク構築」事業が始まっており、観測所からも188 cm望遠
鏡、50 cm望遠鏡、91 cm望遠鏡が参加している。
　独自の研究活動として現在、91 cm望遠鏡を超広視野近赤
外カメラ（OAO-WFC）へと改造し、銀河面にある赤外変光
天体を総ざらいする計画を進めている。また、科学研究費補

助金（基盤研究 (A)、平成23－27年度）により188 cm望遠鏡を
機能更新し、惑星探索能力を格段に向上させる計画を進めて
いる。
　平成26（2014）年3月時点での観測所の人員構成は、常勤職
員6名（内訳：准教授2、助教1、主任研究技師1、技術員1、事務
係長1）、契約職員11名（内訳：特定契約職員2、研究員2、研究
支援員2、事務支援員3、業務支援員2）、派遣職員1名である。

1. 共同利用

（1）概要
　平成25（2013）年（暦年）は、1月から4月まで188 cm望遠
鏡の機能更新作業のため共同利用観測を休止した。前期（5
月から6月）に25夜、後期（8月から12月）に95.5夜をそれぞれ
共同利用に割り付け、観測提案を公募した。観測提案書は岡
山プログラム小委員会で審査され、前後期あわせ、延べ、プ
ロジェクト観測1件、一般観測17件が採択された。共同利用
観測は概ね円滑に遂行された。特に188 cm望遠鏡の機能更新
の成功により、観測中の障害発生件数が大幅に減少した。こ
のほか、平成18（2006）年に導入された観測提案の申請者を
匿名にしてレフェリーに審査を依頼する制度の是非が、6月
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のプログラム小委員会と8月のユーザーズミーティングで議
論され、10月実施のユーザー向けアンケートの結果を踏まえ、
最終的に11月のプログラム小委員会で平成26（2014）年後期
の観測公募から匿名制を廃止して従来方式に戻すことが決定
された。

（2）観測・研究の成果
　平成25（2013）年（暦年）の共同利用で観測された天体は主
として恒星であった。ほかに太陽系内天体、星間物質、QSO、
AGNがあった。主な観測課題は、視線速度精密測定による
系外惑星探索、高分散分光観測による恒星元素組成解析、そ
して近年急速に増加した近赤外線精密相対測光による系外惑
星トランジット観測であった。また、可視低分散分光観測に
よる天体の分類や突発現象のフォローアップ観測が新たに増
加の傾向を見せた。従来通り共同利用の枠の中で、個々の研
究者グループによって多数の観測研究が進められており、そ
れぞれの研究成果は、研究会や学会で報告され、査読論文が
出版されている（個々の成果はユーザーズミーティングや該
当する研究会の集録および学会の報告などを参照されたい）。

（3）施設・設備の維持管理
　188 cm望遠鏡については、4月に高分散分光器（HIDES、
ファイバーリンク）をつなぎ込み、円滑に研究データを取
得できる状態へ仕上げる作業を実施した。6月の整備期間は、
例年実施する188 cm望遠鏡主鏡等のアルミ蒸着作業を見送り、
4月に続き188 cm望遠鏡と観測装置（ISLE, KOOLS）をつなぎ
込み仕上げる作業を実施した。一方、毎月1回、188 cm望遠鏡
の主鏡・副鏡・第三鏡の洗浄作業を行い、可能な限り観測効
率の維持に努めた。188 cm望遠鏡ドームについては各部の日
常点検などを行い、外装パネル部の補修（6月）、昇降床制御
部の保守（6月）、真空蒸着装置用チラー更新（8月）、上下ス
リットガイドレールの補修（9月、3月）、トロリー線点検（9
月）、真空蒸着装置制御部保守（10月）、ドーム制御系保守（11
月）、エアコン用電源線更新（12月）、ドーム旋回部ブレーキ
更新（12月）など、施設・設備の維持管理に努めた。10月に
トロリール集電部の破損事故が生じ、調査結果をもとに集電
部周辺に改良を施した（12月～3月）。例年9月の整備期間に
実施する望遠鏡とドームの注油作業は実施しなかった。この
ほか10月に広島大学1.5 mかなた望遠鏡主鏡のアルミ蒸着作
業の依頼に対応した。以上の維持管理作業および観測装置の
交換作業等を安全第一で進めた。平成25（2013）年度は1件の
ヒヤリハット事象、4件の事故が発生した。人的被害は発生
しなかった。計5件すべてを安全衛生委員会へ報告した。

（4）会議
　プログラム小委員会を6月24日と11月14日に開催し、平成
25（2013）年後期と平成26（2014）年前期の共同利用につい
て審議を行い、観測プログラムを編成した。8月1日～3日に
倉敷市立美術館にて、岡山ユーザーズミーティング（第24回

光赤外ユーザーズミーティング）を開催した。観測所の現況
と活動状況、特に、前年度に改修した188 cm望遠鏡の仕上が
り状況を報告した。一方、共同利用に基づく研究成果やユー
ザー主導の新たな観測装置計画が報告された。また、東広島
天文台をはじめとする他の光赤外観測施設等の運用、中小望
遠鏡の連携などについて議論が行われた。三日目には、京都
大学を中心とした岡山3.8  m新技術光学赤外線望遠鏡計画の
進捗状況が報告され、初期の研究課題、観測装置計画、完成
前後の運用方式などについて提案がなされ、活発な議論が
あった。

2. 共同利用観測装置の開発

（1）HIDES（高分散分光装置）
　HIDESは共同利用に供しているエシェル型高分散分光器
である。現在、ファイバーリンクによる機能強化を進めてい
る。波長分解能が約5万の高効率ファイバーリンクについて
は、従来に比べ約1等級の効率向上とクーデ光路に比べ遜色
ない視線速度の測定精度（約2 m/s）が達成できている。2010
年に試験観測を行い、平成23（2011）年から公開しているが、
平成25（2013）年度には3編の学術雑誌論文と2編の博士論文
が出版されるなど、順調な利用の伸びが見られた。平成25

（2013）年度の作業としては、機能更新後の新188 cm望遠鏡シ
ステムへのつなぎ込みを行うとともに、ホームページを更新
するなどして、使い勝手の一層の向上に努めた。一方、波長
分解能が約10万の高分解能ファイバーリンクの開発について
は、調整および本格的な試験観測の準備を進めた。

（2）ISLE（近赤外撮像分光装置）
　ISLEは近赤外線の撮像と低・中分散分光の機能を供する共
同利用装置で、平成23（2011）年後期の共同利用観測からプ
ロジェクト観測および学位支援プログラムへも公開を始めた。
ISLEは近赤外線分光機能を提供する東アジアで唯一の共同
利用装置であり、世界最高レベルの低雑音読み出し機能（10
電子以下）と相俟って特徴ある分光装置となっている。また、
ISLEが達成した高い相対測光性能（1ミリ等級）により、系
外惑星トランジット観測の需要が大幅に伸びた。実際、平成
25（2013）年度に実施された共同利用観測は、分光観測4件
と系外惑星トランジット観測4件（うち学位支援プログラム1
件）となっている。

（3）KOOLS（可視低分散分光撮像装置）
　平成20（2008）年度よりPI型装置として共同利用に公開
し安定した運用を行っている。平成21（2009）年度に懸案で
あったCCDの線形応答性を改善し、特に撮像観測や明るい
天体の分光観測における制約を緩和した。ソフトウェアの改
良により非恒星時運動天体の観測に対応しており、太陽系天
体の長時間積分観測も可能である。近年の共同利用観測では、
分光分類やモニター観測の需要の高まりによりKOOLSの利
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用申請が増加傾向に転じている。

3. 大学等との共同研究

（1）京都大学岡山3.8 m新技術望光学赤外線遠鏡計画
　京都大学が中心となって進めている3.8  m望遠鏡計画を観
測所の将来計画の中に位置づけ、名古屋大学、（株）ナノオプ
トニクスエナジーとともに、協力推進体制を築いている。毎
週のTV会議による望遠鏡計画の検討会、3ヵ月ごとに直接集
合して開く技術検討会を通じて望遠鏡、ドームの技術検討を
行った。平成25（2013）年度の補正予算で3.8  m望遠鏡計画のう
ち望遠鏡部分の製作費が認められ、計画が具体的に始動した。

（2）大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネッ
トワーク構築事業
　平成23（2011）年度に始まった本事業は3年目を迎えた。岡
山天体物理観測所は188 cm望遠鏡、91 cm望遠鏡、50 cm望遠
鏡で同事業に貢献しつつ、国際連携室と協力して同事業の推
進を積極的に牽引した。本年度は3天体について総夜数41夜
の観測データを提供した。また、本事業で目指す連携観測教
育ネットワークの情報共有と体制整備、具体的観測実施につ
いて主導的役割を果たした。さらに短期滞在実習プログラム
を受け入れ、他大学の大学院生の実地指導にも対応した。平
成25（2013）年度には、本事業の最優先サイエンスターゲッ
トでもあるガンマ線バーストについて、50 cm望遠鏡の観測
データを使用した査読論文1編が科学誌サイエンスに掲載さ
れた。そのほか、関連した論文が3編出版された。

（3）ガンマ線バースト光学追跡計画
　東京工業大学河合研究室と共同でガンマ線バーストの光学
追跡観測を進めている。平成25（2013）年度は、自動観測
スケジューラーにより観測可能な夜はほぼ毎晩観測を実行し、
34個のガンマ線バーストを観測し、そのうち4個の光学残光
の検出に成功した。観測結果を17編のGCNサーキュラーと
して公表した。また、激変星、ミラ型変光星のモニターや太
陽系外惑星トランジット観測を並行して行い、5編の査読論
文が出版された。

（4）その他
　8月5－7日に東京大学の学部3年生5名の観測実習を受け入
れ、8月5日前半夜には188 cm望遠鏡を使った高分散分光観測
の機会を提供した。

4. 独自の研究計画の推進

（1）超広視野赤外線カメラによる遠方ガンマ線バースト残光
の同定および銀河面の変光星探査
　91 cm望遠鏡を1度四方の超広視野をもつ赤外線望遠鏡に改
造し、遠方GRBや重力波源の赤外線対応天体を同定し、一

方で、銀河面の変光星を網羅的に探査する計画を進めている。
すでに本装置が取得した銀河面のKバンド画像から、2MASS
画像を差し引きすることにより、新しい変光天体の検出に成
功しており当初の目的が達成できる見通しが得られている。
2013年度は視野内の良像範囲を拡張し、探査を効率化する目
的で精密光学調整を実施した。

（2）太陽系外惑星系探索の自動化
　科学研究費補助金（基盤研究（A）、「太陽系外惑星系探索
の自動化」、代表：泉浦秀行、平成23－27年度）により188 cm
望遠鏡とドームを機能更新し、望遠鏡の精度・安定性と観測
の自動化率を高め、太陽系外惑星系探索をさらに発展させる
計画を進めている。前年度に188 cm望遠鏡の駆動系と制御系
ならびにドーム制御系を成功裡に更新した。本年度は観測装
置を含めた観測系としての統合制御を進め、改修前と変わら
ぬ優れた操作性のまま、格段に高い信頼性と約2割程度の観
測効率の向上を実現した。

（3）東アジア太陽系外惑星系探索網
　系外惑星系探索を中心課題として、韓国、中国、トルコ、
ロシアの研究者らと共同研究を進めている。平成25（2013）
年度も韓国1.8  m望遠鏡、中国2.16  m望遠鏡、トルコ1.5  m望
遠鏡、観測所1.88  m望遠鏡の観測時間の獲得に努力して、G
型巨星の周りの系外惑星系探索を継続した。また、韓国、中
国、ドイツの研究者を含め16名の参加を得て、視線速度精密
測定に基づく系外惑星探索と星震学に関する研究会を平成25

（2013）年9月4－6日に石垣市において開催した。

5. 広報普及活動

　7月7日（日）に岡山市内で「全国同時七夕講演会」参加講
演会を開催し、約60名の参加があった。天文に関する質問が
今年度は約70件寄せられ、対応した。岡山天文博物館と共同
で行っている4D2Uの上映に4,721名の来場者があった。地元

（浅口市、矢掛町）小学生などの観測所見学会17件に対応した。
また、各教育委員会・公民館による講師派遣の要請8件に対応
した。

6. 契約職員異動等

　平成25（2013）年度内の契約職員の異動等は次の通りで
あった。4月に新たに専門研究職員として筒井寛典が着任し、
平成26（2014）年2月末で退職した（同3月より国立天文台技
術員）。2013年度末で研究員の今田明が任期満了により退職
した。
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1. 45 m電波望遠鏡

（1）共同利用
　第32期共同利用観測を、平成25（2013）年12月16日から開
始した。
　採択件数は、
・一般前期は国外2件を含む20件（応募47件）、
・一般後期は国外3件を含む14件（応募30件）、
・ショートプログラムは国外2件を含む12件（応募26件）、
・教育支援枠は前期と後期をあわせて0件（応募1件）、
であった。
　悪天候で本来の観測ができない場合に実行されるバック
アッププログラムは、2件（応募2件）が採択された。ただし
採択された内の1件は、一般後期への応募をバックアッププ
ログラムとして採択したものである。
　そのほかに、VERA共同利用が1件行われた。

（2）装置改修・開発
　昨年度に引き続き、各種装置の保守整備、新観測システム
の開発を進めた。
・夏に計算機更新があり、動作試験などを行い、共同利用観

測が可能な状態まで整備を進めた。
・アンテナの避雷ケーブルが一部脱落したため全体を撤去し、

運用に支障がない状態とした。
・2ビーム受信機TZの改良を行い、メインビームであるビー

ム1に加えて、ビーム2を共同利用に公開した。100  GHz帯
の主要な受信機として、多くの観測で使われている。

・70  GHz帯の受信機T70を共同利用に公開した。
・新マルチビーム受信機FORESTを搭載して、改良、性能測

定、および試験観測を行っている。
・45 GHz帯の受信機（科研費による持ち込み受信機）Z45の搭

載、ハードおよびソフト的な接続、および試験に協力した。
・新受信機に関連するソフトウエアの改良・追加などを行った。
・三鷹からのリモート観測を、観測者数を制限することなく

共同利用に公開した。

（3）研究成果
　45 m鏡レガシープロジェクトとして、（a）星形成プロジェ
クト、および（b）遠方銀河プロジェクトを主に推進した。そ
れぞれ、以下のような成果を挙げている。

（a）星形成レガシープロジェクトでは、BEARS と TZ 受信
機を用いて近傍星形成領域Orion AとAquila RiftのW40領域
のマッピング観測を行い、Orion Aでは13COにより雲内部の
フィラメントやシェル構造を詳細に明らかにした。さらに、
Orion AのデータはCARMAとの共同研究で、45  mデータと

干渉計データの大規模コンバインにより、高分解能の大規模
マップを作成中である。また昨シーズンのデータを用いた投
稿論文Shimajiri et al. (2014)を出版し、論文の図がAstronomy 
and Astrophysicsの表紙を飾った。
　W40の観測では、H II 領域の周りにシェル状に高密度ガス
が分布し、高密度領域で星ができている様子が13COなどの分
子輝線データにより明らかとなった。

（b）サブミリ波銀河は宇宙初期の銀河形成に関して重要な天
体であるが、多量のダストに包まれているため、可視光や赤
外線では非常に暗く、精確な赤方偏移の決定は非常に難しい
ものであった。45 m鏡に新たに搭載されたSAM45分光計と2
ビーム受信機を用いて、サブミリ波銀河のCO輝線の観測を
進めており、これにより天体の赤方偏移を直接決定できるよ
うな観測が可能となった。今年度は、赤方偏移が未同定の４
天体（2天体はAzTECカメラ、他の2天体はハーシェル宇宙
望遠鏡で検出されたサブミリ波銀河）に対してblind redshift 
searchを行っている。

2. 干渉計F号機

　大阪府立大学のグループは、野辺山ミリ波干渉計10  m電
波望遠鏡を再利用し、太陽系惑星大気環境監視ミッション

「SPART」を推進している。本研究は、中心星の活動が系内
外の惑星環境やハビタブルゾーンに与える影響、そして我々
の太陽系の気候環境について、重要かつユニークな知見を与
えるものと期待されている。本年は、昨年度末に故障したア
ジマス駆動部を修繕した（アジマスのギアの歯当たり調整と
モーターの交換）。さらにエレベーション方向に振動が見ら
れたため、モーターの調整子の交換を行った。これにより平
成24（2012）年度に中断したSPARTの運用を再開した。本
年はさらに、定在波除去フィルターを開発し、またLO/IF系
を改良し200 GHz帯での定常観測も開始した。これにより100、
200 GHz 帯の2バンドで、例えば J=2–1,1–0 の12CO、13CO と
いった微量分子の異なる準位と同位体のモニタリング観測を
展開している。この結果、これまでの100 GHz帯のみの観測
と異なり、より高精度に微量分子の混合比・高度分布をリト
リーバル解析できるようになった。旧NMAのUNIX計算機
群はすべて廃止し、LinuxのPython言語による制御系に完全
に入れ替え、現在、完全リモートオペレーションのもと運用
を実施している。

3. ASTE搭載多色ミリ波サブミリ波カメラの開発

　ミリ波サブミリ波帯の複数の波長における同時撮像は、サ
ブミリ波銀河の赤方偏移の推定や、スニヤエフ・ゼルドビッ

3.　野辺山宇宙電波観測所
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チ効果を用いた銀河団の高温プラズマの内部構造の研究、 星
形成領域におけるダストの物理量、また、ガンマ線バース
トのサブミリ波初期残光のスペクトル指数に制限をつける
上で極めて重要である。そこで、連続波カメラによる大規
模な掃天観測を成功させるべく、波長 1.1 mm、0.87 mm、お
よび 0.46 mm 帯での観測を実現するTESボロメータを用いた
ミリ波サブミリ波カメラの開発を東大、北大、UCBerkeley、
McGill大と共同で進めている。
　昨年度はこのボロメータカメラをASTE望遠鏡に搭載して
のファーストライトの取得に成功している。今年度は、改良
されたボロメータアレイおよび、光学系の詳細な評価を行う
ため、平成25（2013）年10月下旬から平成26（2014）年1月
上旬まで試験搭載および試験観測を行った。昨年度は苦労し
た搭載作業や冷凍機の始動の悪さなどに有効な対策を打つこ
とができ、観測開始まで非常にスムーズに至ることができた。
ただし、この時期は大気の状態が不安定で天体観測が難し
かったため、平成26（2014）年3月上旬から4月中旬にかけて
再度の試験を行った。その結果、昨年度の搭載時の試作品ボ
ロメータアレイでは明るい惑星を検出するのがやっとであっ
たが、今回はわずか20分ほどの観測で銀河系内の大質量星形
成領域NGC 6334からの天体シグナルを検出することに成功
している（NRO速報No.132）。また、銀河系外のサブミリ波
銀河やガンマ線バーストなど、ほかにも多数の天体を観測し
ており、そのデータ解析を進めている。
　これらの搭載試験、観測、そして、そのデータ解析から観
測効率化のための工夫が見えてきた。そこで、来年度の観測
運用に向けて、ボロメータのさらなる最適化、ボロメータを
最適動作点に持っていくチューニング用のソフトウェアの改
良、一つの読み出し素子で読み出せるボロメータ素子の数を
現状の8から16に倍増させることで全画素数を1000画素にま
で到達させるための読み出し系の改良、等の検討と基本設計
を行った。また、将来の完成形へのアップグレードに備えて、
多波長化の最新技術を用いてさらなる多色化の検討を進めて
いる。

4. その他

（1）野辺山地区の広報活動
　野辺山地区では昭和57（1982）年の宇宙電波観測所の開所
以来キャンパスの常時公開を実施している。今年度は大雪の
ため2月後半は実質上見学できない日があったが、年間を通
して、のべ58,543人の見学者があった（特別公開参加者を含
む）。また、職員による施設見学案内は18件（SPP/SSH等も含
む）、講演依頼が2件、撮影・取材依頼か合計14件あった。見
学者からの要望により今年度からは夏季期間（7月20日～8月
31日）の見学時間を1時間長くし、18:00までとした。
　教育機関（小中高校）への職員による施設見学を夏の1週間
限定にて行う「施設案内週間」を設定した。申込期間が短く
2件のみにとどまったが、来られた学校からはたいへん好評

だった。職場体験学習は、6月から10月の期間に地元の中学
校を中心に計5校、10人の生徒を受け入れ、職員の指導のも
と観測所の業務を体験してもらった。SPP/SSH等については
7校を受け入れ、施設見学だけでなく、講義や生徒による発
表会も行い、今後の活動への具体的な指導も行った。さらに、
今年度も45 m電波望遠鏡を用いた「電波天文観測実習」を9月
17～21日に実施し、12名の学部学生か参加した。観測からま
とめまでを指導する負担は少なくないが、学部生が電波望遠
鏡による本格的な観測を体験する貴重な機会となっている。
　常時公開施設においては、ポスターやパネルでの展示のほ
かに、アンテナ体験装置も設置している。そのほか、見学室
では施設やその歴史、研究成果などをまとめた紹介ビテオを
常時放映している。ウェブを通した広報としては、観測所で
運用中の観測機器の説明を中心としたウェブサイトを運用し
ており、観測成果とともに電波天文学の紹介ページを充実さ
せている。

（2）野辺山地区見学者累計300万人達成
　10月17日には一般見学開始以来の見学者が、32年目にして
のべ300万人に到達した。これを記念して300万人目の見学者
とともに「見学者300万人記念品授与式」を挙行した。

（3）地域連携
　野辺山特別公開は、例年同様、南牧村、南牧村商工会・商
工会青年部に協力をいただいて開催した。また、南牧村観光
協会主催の宙ガールイベント「手ぶらde星空観賞会」に特別
協賛した。さらには、岡山県美星町で開かれた「日本三選星
名所・星空サミット」に南牧村観光協会とともに出席した。

（4）NRO研究会ワークショップ
・平成25（2013）年7月24日－25日
　第31回 NROユーザーズミーティング（代表：梅本智文）
・平成25（2013）年7月29日－8月1日
　平成25（2013）年度第43回天文・天体物理若手夏の学校（代

表：中川恵介）
・平成25（2013）年11月8日
　NRO銀河面サーベイワークショップ（代表：樋口あや）
・平成25（2013）年12月6日
　COMINGミニワークショップ（代表：徂徠和夫）

（5）非常勤研究員の異動等
◦研究員

廣田晶彦：国立天文台チリ観測所助教
佐藤立博：国立天文台ハワイ観測所技術員
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1. 電波ヘリオグラフ、強度偏波計による太陽観測と太
陽活動状況

　長い太陽活動極小期を経て、第24太陽活動サイクルは現在
極大期を迎えている。観測データによると、第一のピークは
平成24（2012）年初め、第二のピークは平成26（2014）年初
めであった。第一ピークは北半球の活動が主、第二ピークは
南半球の活動が主で、第二ピークが第一ピークを上回ってい
る。これらの状況は前サイクルの活動に類似している。しかし以
前のものと比べると、活動領域の規模は小さく寿命も短い。
　電波ヘリオグラフは平成4（1992）年から既に22年継続運用
しているが、故障も少なく高品質の安定したデータを共同利
用に供している。アンテナの後ろに設置してあるフロントエ
ンド受信機箱のひとつ（W22）が雨漏りのために浸水して部
品が故障したが、部品交換によって復旧させることができた。
22年経過した現在でもすべてのアンテナからの信号が正常に
受信され、データの劣化は認められない。強度偏波計も名古
屋大学空電研究所から数えると62年と、長期にわたるよく較
正されたデータを提供している。
　太陽活動の状況が低調であることによる影響がさまざまな
形で現れており、長期にわたって安定し良く較正された電波
観測データが注目され、宇宙気候を議論する研究会に招待講
演を依頼されることが多くなっている。

2. 電波ヘリオグラフの運用継続について

　このような太陽活動状況下で、野辺山電波ヘリオグラフの
継続運用が世界中の研究者から要望されている。国際学術組
織である太陽地球系物理学科学委員会（SCOSTEP）、国際天
文連合第二分科会（IAU、Div II）、さらに欧州物理学会太陽
物理分科会（ESPD）のそれぞれの委員長から自然科学研究機
構長および国立天文台長宛てに平成27（2015）年度以降の電
波ヘリオグラフの運用継続の要望書が提出されている。国内
では、学術会議天文宇宙物理分科会での各分野の将来計画の
議論に太陽分野から提案されている、大学間連携による「次
世代太陽圏環境変動観測ネットワーク計画」の一部として野
辺山電波ヘリオグラフの運用継続が含まれている。国際的コ
ンソーシアムなどによる資金提供、名古屋大学太陽地球環境
研究所による運用、さらに国立天文台による設備等の提供と
いう枠組みで、平成27（2015）年度からの運用継続を実現す
べく議論が進められている。

3. 共同利用・共同研究とコンソーシアム活動

　観測されたデータはすべて公開しており、国内外の関連分
野の研究者によって太陽現象、宇宙天気、宇宙気候等の研究

のため、また広く教育・広報普及活動のために利用されてい
る。また国内では大学のユーザーによるコンソーシアム（代
表：増田智）が共同利用を推進している（http://solar.nro.nao.
ac.jp/HeliCon_wiki/）。国内での共同利用を積極的に推進する
ために、データ解析ワークショップ（CDAW13、9月30日～10
月4日）を開催し、21名の参加があった。初級者への講義と
実習、4班に分かれたデータ解析を行い、それぞれ、研究会
や天文学会において報告された。さらに、国内の太陽研究者
による太陽研連シンポジウム「活動極大期を迎えた太陽研究
の新たな展開：彩層プラズマ診断、宇宙天気、Solar-C」（2月
17日～19日、京都大学）を開催し、事業報告を行うとともに
CDAW13での研究成果が発表された。
　平成24（2012）年11月20日～23日に名古屋大学で開催した
国際シンポジウム「電波観測による太陽物理学研究－電波
ヘリオグラフ20年と今後－」で発表されたオリジナル論文
ほか19編を日本天文学会の欧文報告PASJの65巻特集号SP1、
"Twenty Years of Nobeyama Radioheliograph"として12月に出版
した。
　国外からは、韓国天文宇宙科学院（KASI）から4名が来所
し、3日間滞在して共同研究を行った。そのほか、ロシアのプ
ルコボ天文台からE. Kuprianova、ラトビアのベンツビル国際
電波センターからB. Ryabov、ドイツのライプニッツ天体物
理学研究所のA. Warmuth、英国のV. Nakariakov、がそれぞれ
1～2週間滞在して共同利用・研究を行った。

4. その他

　大学学部生の研究体験として、総研大サマースチューデン
トプログラムに参加し、夏季に3週間1名を受け入れ、観測所
のデータを用いた「太陽活動と宇宙気候」の研究を指導し
た。また、国内の太陽研究機関合同で実施している「太陽研
究最前線体験ツアー」の13名を受け入れ講義と見学を行った。
高校では、柏陽高校（神奈川）と駒ヶ根工業高校（長野）の
SPPプログラムに参加し、講義や実習を行った。特に駒ヶ根
工業高校は独自に校内に電波望遠鏡を設置し、それに協力し
た。その成果は天文学会春季年会のジュニアセッションで発
表された。
　研究員のK. Sujinが10月末にて任期満了で退職した。

4.　野辺山太陽電波観測所
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1. プロジェクト概要

　水沢VLBI観測所は、VLBI（超長基線電波干渉計）を用い
た観測天文学の推進を主たる目的とする観測所であり、国
内の20 m電波望遠鏡4局からなるVERA（VLBI Exploration of 
Radio Astrometry）の運用とその観測結果に基づく銀河系の研
究を中心的に進めている。また、山口局（山口県）や日立局・
高萩局（茨城県）の32 m電波望遠鏡を地元大学と協力しつつ
運用し、VERAとこれらの電波望遠鏡を組み合わせた大学連
携ネットワークや、韓国・中国とも連携した東アジアVLBI
アレイへの拡張など、日本および東アジアのVLBI分野の中
核的研究拠点として、共同研究や共同利用観測を行っている。
さらに、水沢VLBI観測所の保時室において中央標準時の維
持・現示を行っている。
　また、水沢VLBI観測所のキャンパス内に、CfCAプロジェ
クトのスーパーコンピュータ「アテルイ」が設置され、平成
25（2013）年より共同利用を開始しており、この運用に協力
している。

（1）VERA
　VERAは銀河系内メーザー源の精密位置天文観測に基づい
て、銀河系の3次元立体構造を解明することを主眼としたプ
ロジェクトであり、水沢・入来・小笠原・石垣島の4局に、そ
れぞれ口径20  mの電波望遠鏡を置き、2ビーム位相補償とい
う世界でも類のない手法を用いて平成19（2007）年から位置
天文観測の成果を定常的に産出している。平成25（2013）年
度も観測アレイの運用・保守を着実にこなし、観測データに
基づく科学的研究を進めている。
　現在VERAの主相関処理装置として用いている三鷹のFX
相関器は寿命を迎えつつあり、部品等の修理・交換が困難な
状況下で運用していることから、これをPCのクラスタによ
るソフトウェア相関器（以下、ソフト相関器）に置き換える
作業を進めている。

（2）光結合VLBI
　光結合VLBI観測システムは、各局の電波望遠鏡で受信し
た信号を高速光ファイバー網によって結合し、リアルタイ
ム・広帯域での観測システムを実現するものである。国土地
理院筑波32  m電波望遠鏡、岐阜大学11  m電波望遠鏡、国立天
文台山口32  m電波望遠鏡、北海道大学苫小牧11  m電波望遠鏡
が光通信網で接続されている。2.4  Gbpsのデータ伝送速度の
信号をSINET4の10  GbE回線で国立天文台三鷹キャンパスに
伝送している。国立天文台三鷹キャンパスではリアルタイム
相関処理と、ディスク記録装置を備え、速報性など必要性に
応じてリアルタイム、後処理両方の相関処理が可能となって
いる。また、大学局の広帯域観測データを三鷹にリアルタイ

ム伝送して磁気記録し、韓国の東アジア相関局にデータを転
送している。

（3）大学連携VLBI観測
　日本国内のVLBI観測局として、国立天文台VERA4局以外
に北海道大学苫小牧11 m電波望遠鏡・情報通信研究機構鹿嶋
34 m電波望遠鏡・国土地理院筑波32 m電波望遠鏡・宇宙航空
研究開発機構臼田64 m電波望遠鏡・国立天文台野辺山45 m電
波望遠鏡・岐阜大学11 m電波望遠鏡・国立天文台山口32 m電
波望遠鏡、国立天文台茨城観測局電波望遠鏡（日立32 mと高
萩32  m）の12局のVLBI観測局を組織化する活動を進めてい
る。6.7  GHz、8  GHz帯および22  GHz帯において高ダイナミッ
クレンジかつ高精度のマッピング観測を行うほか、6.7  GHz
帯におけるメタノールメーザーの観測や22  GHz帯における
水メーザーのVLBIサーベイ観測を行う。

（4）日韓・東アジアVLBI観測
　日韓VLBI観測は、VERAと韓国天文研究院の21 m電波望
遠鏡3局からなる韓国VLBI網（KVN）を結合した日韓VLBI
アレイ（KaVA）によって、高感度、高精度のVLBI観測を推
進するものである。平成25（2013）年度から試験的な共同利
用が開始されている。
　東アジアVLBI観測網は、VERA、KVNに加えて、国内の大
学連携VLBI網、中国の4局で構成される中国VLBI網（CVN）
を加えて構成されるVLBI網で、基線長6000  km、20局を超え
る世界最大のVLBI観測網である。

（5）重力観測・測地VLBI研究
　水沢局においてVLBI・GPSによる測位と、超伝導重力計に
よる重力観測を行っている。また、石垣島局においても超伝
導重力計による連続観測を実施している。
　測地VLBIは独自に22  GHz帯を用いた1 Gbps記録での測地
観測を実用化し、世界でトップクラスの測位精度で計測を定
常化している。VERA と KVN との共同観測のために VERA
ネットワークと KVN ネットワークの接続を行うための測
地観測を複数回行い、KVNの座標の提供を開始した。水沢
局と石垣島局は国際VLBI観測事業が行う国際観測（JADE, 
IVS-T2）に定常的に参加し、VERAネットワークの国際基準
座標系へ接続を行っている。

（6）石垣島天文台
　北緯24度・東経124度の立地条件を活かして、口径105 cmの
光学赤外望遠鏡（愛称「むりかぶし」）に3 色同時撮像カメラ

（MITSuME）を搭載し、ガンマ線バースト（GRB）の残光観
測のほか、超新星爆発、彗星や小惑星などで起きる突発現象
などの観測的研究を行う。平成23（2011）年度から始まった光

5.　水沢 VLBI 観測所
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赤外天文学大学間連携観測網でも重要な役割を果たしている。
　公開天文台としての役割も持ち、土日祝日には一般向けの
天体観望会を開催している。また、高校生の体験学習、琉球
大との連携事業などを通して学校教育、生涯教育にも貢献し
ている。

2. プロジェクト進捗状況

（1）VERA

1）研究全般
　昨年度に運用開始10周年を迎えたVERAは、平成25（2013）
年度も引き続き年間40天体程度のペースで位置天文観測が進
められ、平成25（2013）年度末までに累積で170を超える天体
のモニター観測が終了した。平成25（2013）年度には、日本
天文学会発行の天文月報VERA特集号での9編を含む10編を
超える論文を発表した。これらの論文は、VERAのプロジェ
クト概要や銀河天文学のみならず、以下で紹介する研究とも
関連する恒星や星形成領域、活動銀河核など様 な々分野の研究、
ALMAや日韓VLBIアレイ（KaVA）との共同研究など幅広い成果
が紹介されている。
　アストロメトリ観測やメーザー天体の詳細観測、さらには
VERAを用いたAGN観測の成果もあわせ、平成26（2014）
年にPASJでのVERA特集号の出版を予定している。さらに、
ALMAとVERAのデータを組み合わせたオリオン領域の大
質量原始星周囲での円盤構造の検出など、新たな研究展開が
生まれたのも平成25（2013）年の大きな成果である。
　VERAによる位置天文観測では、Imai et al. (2013)により、
星の進化最終段階である赤色巨星（AGB星）から惑星状星雲
への進化段階にある「宇宙の噴水」天体 IRAS 18286-0959の
年周視差計測が行われ、距離が約3.61 kpc（＝11770光年）と
報告されている。本研究では正確な距離に基づいて天体の物
理量を決めるだけでなく、水メーザーが双極流として噴水の
ように放出される姿が捉えられており、銀河系内でも数少な
い「宇宙の噴水」天体を研究する上で重要なモデルケースに
なると期待される。AGB星の研究はVERAで活発に行われ
ているが、その成果を踏まえてTakeuti et al. (2013)ではAGB
星の理論的研究も行われている。また、星形成の分野では、
Kim et al. (2013)によって、大質量星形成領域W75Nにおける
水メーザーのモニター観測が行われ、この天体で特徴的な
シェル状に膨張するアウトフローが双極的なものへと進化す
る途上であることが初めて示されている。さらに、ブラック
ホールまたは中性子星を含むX線連星はくちょう座X-3（Cyg 
X-3）の電波フレア観測もW75Nとともに2ビーム同時観測が
行われている（Kim et al. 2013）。その結果、Cyg X-3では電波
フレア時に構造が変化している可能性が示唆され、同時観測
で得られたX線スペクトルの状態遷移とあわせてジェットが
放出されたことを示す結果を得ている。
　このほか、国内の大学連携VLBIネットワーク（JVN）と

の共同研究では、大質量星形成領域における6.7  GHz帯メタ
ノールメーザーの観測成果が報告されている。Sawada-Satoh 
et al. (2013)では、S269のメタノールメーザーが若い星からの
アウトフローによって運動していることを突き止めることに、
また、Sugiyama et al. (2013)ではCepheus Aの電波源周囲のガ
スが回転しながら中心に落ちていく様子を捉えることに成功
した。どちらも固有運動測定が困難なメタノールメーザーで
の3次元運動の計測に成功したという点で重要であり、大質
量星形成における質量放出・降着機構の理解を深めるのに本
質的な成果と言える。
　また、平成25（2013）年度は ALMA cycle 0の観測成果が
出始めたこともあり、VERAと組み合わせた新たな観点での
研究が始められている。Hirota et al. (2014)では、大質量星形
成領域Orion KLについて、ALMA cycle 0で得られたサブミ
リ帯水分子輝線とVERAで得られたSiOメーザーのデータを
組み合わせることで、電波源 Iと呼ばれる大質量原始星近傍
の星周ガス円盤とそこから吹き出すジェットの姿を高解像度
で明らかにすることに成功している。この成果は国立天文
台のウェブリリースでも報告されている。ALMA cycle 0では、
Hagiwara et al. (2013)による活動銀河核（AGN）Circinusにお
けるサブミリ波水メーザーの初検出という成果もあり、系外
銀河の研究でもVLBIによる研究からの発展が期待される。
　一方、VERAのプロジェクト観測における較正天体データ
を活用してAGNの高頻度モニターを行うGENJIプロジェク
トも平成22（2010）年度から定常的に進められ、最初の論文
がNagai et al. (2013)で発表されている。VERAを用いたAGN
の高空間分解能観測については、イタリアのグループと共同
で行われたPKS 1510-089の多波長モニター観測（Orienti et al. 
2013）、ガンマ線未同定天体2FGL J1502.1+5548のX線と組み
合わせた観測（Takahashi et al. 2013）、BALクェーサーと呼ば
れるアウトフローによる高速吸収線を伴う天体の観測（Doi 
et al. 2013）、銀河系中心の超巨大ブラックホールSgr A*の観
測（Akiyama et al. 2013）など、活発に成果報告が行われて
いる。AGNの研究については将来的な検討も進み、ミリ波
サブミリ波帯での国際VLBI観測でも水沢VLBI観測所メン
バーが貢献をしている（Lu et al. 2013）。
　以上のVERAを中心としたVLBI観測的研究は、KaVAへ発
展され、平成25（2013）年度は最初のKaVA共同利用観測も
始まっている。上海にあるアンテナも含めた東アジアVLBI網

（EAVN）の構築へ向けた発展が研究会などで議論されている。

2）地球物理・測地研究
　VERAが新しい記録システムや相関器への移行期に入った
ことにあわせて、測地VLBI観測・解析システムをVERAの
新記録・相関システムに対応させるための準備と試験を行っ
た。ソフト相関器からの出力から測地解を得るシステムの構
築を行い、従来のVERA測地観測と同等の測地解を得ること
に成功した。また、22  GHz帯の単一周波数で観測されていた
22  GHz帯測地VLBIに汎地球TECモデルから計算された電離
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層遅延を適用し、測地解が改善されたことを確認した。
　VERA各局の座標はVLBIとGPS連続観測から得られた地
殻変動から日毎の座標値カタログとして提供されている。水
沢局の座標の変化は東北地方太平洋沖地震後に伴う余効変動
が継続している影響で現在も不安定である。VERAの基準座
標は平成17（2005）年から平成20（2008）年の水沢の座標値
と変化率を、国土地理院から提供される汎地球座標解に固定
し、この解に対する相対位置と変位としてVERA各局の座標
が求められている。
　VERAのアストロメトリ観測に影響がある誤差要因とし
て、地面の年周変位と湿潤大気による伝搬遅延の問題がある。
VERA観測局で実施されているGPS連続観測から得られた座
標にはmmレベルの年周変化があるが、VLBIの解では確認
されないことや、その要因が不明確であるためにVERA局位
置カタログには年周変化は適用されていない。GPSの解析の
副産物として得られる湿潤大気伝搬遅延解や気象庁客観解析
データとレイトレースによる外部データを用いた上下方向の
解の精度向上が今後の課題である。測地解の精度向上に関し
ては、VERAの新しい観測システムにある記録帯域幅の増加
による観測方法の改善や、国際的な新VLBI観測システムへ
の対応が課題となる。
　平成23（2011）年 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地
震により、日本列島の広範な地域で変位速度場が一変してい
る。水沢局の座標は、地震発生前までは年間10数mmの南西
方向の緩慢な動きであったが、地震発生後は東南東の方向へ
の非常に大きな動きとなり、3年を経過した時点においても
変動が継続している。江刺地球潮汐観測施設における地殻ひ
ずみ観測結果からも、同様の結果が得られている。大規模地
震による地殻や上部マントルのひずみ解放のプロセスを知る
ための重要な観測データを蓄積している。

3）運用実績
　VERA 4局の観測運用は水沢にある網運用センターからリ
モート制御で行われており、平成25（2013）年度は504回、
4115時間のVLBI観測を行った。実施された観測は、VERA
共同利用観測、天体までの距離を求めるための年周視差測定
を行うVERAプロジェクト観測、メーザー天体および参照源
候補の連続波天体のフリンジ検出試験観測、測地観測、大学
連携VLBI観測、そしてKaVAの共同利用観測および試験観
測である。これらVLBI観測の観測数・時間数は以下のとお
りである。

・VERA共同利用観測（KVN との共同利用観測含む）：69 
観測　516時間

・VERAプロジェクト・試験観測など：336観測　2358時間
・VERA測地観測：27観測　664時間
・大学連携VLBI観測：22観測　189時間
・KaVAプロジェクト（共同利用は除く）：50観測　388時間

　これらのVLBI観測データは三鷹VLBI相関局で相関処理
が行われ、共同利用観測や大学連携VLBI観測は各観測者へ、

プロジェクト観測や測地観測については各解析担当者へ相関
データが送られている。

4）保守
　平成25（2013）年度も VERA を初めとするこれらの望遠
鏡・装置の定常的な観測を継続して行うとともに、装置の安
定運用に必要な保守・改修などを観測所として進めた。
　VERA観測システムの系統的な性能の確認や各メーカーに
よる年1回の保守作業、広帯域磁気テープ記録装置の故障修
理や保守作業はVERA保守グループが主体となって実施し、
定常的な保守（アンテナのグリスアップ、塗装、故障対応）
は各観測局が主体的に実行した。また、離島局においては塗
装やアンテナ機械系保守を頻繁に行う必要があり、そのため
の体制を整えて実施した。
　VERAアンテナは建設後10年以上を経て、方位（AZ）レー
ルの摩耗によるアンテナのAZ台車の高さが低減する影響が
出てきたことを受け、アンテナ保守作業では高さの低減が顕
著な石垣島局で大規模なAZ台車の高さ調整を実施した。ま
た、同様に駆動系の劣化も進んで、観測の安定運用に支障を
来す時期となったことを受け、予防保守として駆動架内の劣
化した電源モジュールやコンデンサ等の消耗部品交換を実施
した。一方、保守経費は限定的であることからアンテナの年
度保守を二期に分け、第一次は電気系保守作業を極力減ら
してほとんど機械系年度作業や変速機オイルシール交換、2
ビームジャッキモータが停止する障害対応としてのジャッキ
モータ交換、石垣島局AZ高さ調整とした。第二次の駆動架
内消耗部品交換時には限定的な電気系保守作業をあわせて実
施した。なお、2ビームジャッキモータ停止障害対応として、
2Bモータケーブル交換も実施した。
　受信機保守作業では定例の性能維持保守作業に加え、水
沢局と入来局の43 GHz帯が左旋と右旋の両偏波観測化され
て高性能な低雑音増幅器が搭載されたことを受け、VERAと
して常用するLHCP側への高性能版低雑音増幅器入れ換えを
実施した。これにより高性能版低雑音増幅器搭載局は43 GHz
帯の受信機雑音温度が30ケルビン程度低下した。
　小笠原局スポット補修塗装、入来局全面補修塗装を実施し
た。石垣島局では、基礎部防水塗装補修及び天文台開発品の
フィドーム膜交換、水素メーザー原子時計のオーバーホール
を実施した。

5）技術開発
　技術開発の大きな開発項目に、老朽化が進むFX相関器の
代替相関器としてのソフトウェア相関器の開発と、メーカー
メンテナンスが終了した磁気テープ記録装置の代替としての
DISK記録再生装置の開発がある。
　ソフト相関器開発では、FX相関器互換のモードのみでは
あるが性能評価をほぼ終了し、現行のテープ相関処理に加え
て定常運用できるベースを構築した。また、ソフト相関器の
広帯域性と分光性能により可能となったSiOメーザーのマル
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チライン観測を行い、新たなサイエンスの展開が可能である
ことを確認した。平成25（2013）年度はその詳細検討を開始
し、ソフト相関器を水沢に設置する方向で物品購入や部屋の
電源・空調整備などを進めている。ソフト相関器が稼働すれ
ば、1 Gbpsを超える広帯域記録データの処理が可能になると
ともに、分光点数も大幅に向上させることができ、VERAの
位置天文観測にも大きなメリットがもたらされる。
　また、ソフト相関器への移行と並行して、記録媒体につい
ても老朽化したテープレコーダー形式のものから、ハード
ディスク形式への転換を進めている。これにより、現在の
1  Gbpsを超える2~4  Gbpsの記録が可能になり、現在その性能
評価や運用試験が進められている。
　DISK 記 録 再 生 装 置 の 開 発 に お い て は、OCTAVIA、
OCTADISKによる2  Gbps×2  chの広帯域記録系とDIR2000の
代替としての1  Gbpsの記録系の2つ観測モードを中心に立ち
上げている。各機器は既存系と並行導入する形ですでに各局
に配備されている。今年度は定常的・安定運用に向けて既存
系の観測と並行してDISK記録試験運用を実施した。この結
果、OCTADISKで特定のHDDを用いると安定運用に支障を
きたすことがあることが判明するなど安定運用に向けた重要
な知見を得ることができた。
　また将来に向けて、8  Gbpsの超広帯域システムの構築を
VERA4局に展開し帯域の拡大によるVLBI性能向上に関する
開発研究を行っている。昨年度までの感度向上評価に加えて、
イメージング評価も行い超広帯域観測の重要さを実証した。
　また東アジアVLBI 相関局（KJJVC）の開発を韓国と共同で
進めている。日本が主担当となっているディスクバッファシ
ステムはシステム構築を完了し、KVNとの試験観測を実施し、
KVNデータのFX相関器での相関処理の対応を行い、相関処
理定常運用化に貢献した。
　
（2）光結合VLBI
　平成25（2013）年度は、大学連携のサブアレイとして主に
科学運用を行った。リアルタイム観測、広帯域観測、特に
VERAと同じデジタルフィルタを用いたVERA互換のモード
での観測において三鷹でディスク記録および相関処理を行っ
たことは大学連携観測の高感度化と多様な局をつないだ干渉
計アレイを構築するのに重要な役割を果たした。また各局に
ある広帯域記録装置の運用支援も行い、大学連携観測運用に
貢献した。
　スーパーコンピュータの水沢移設に伴って、大手町－水沢
間の JGN回線が開設された。平成25（2013）年度は水沢局の
データを JGN回線とSINET回線を大手町にて相互接続しリ
アルタイムで三鷹キャンパスにおける4  Gbpsの記録ができる
ことを確認した。

（3）大学連携VLBI観測
　高萩32  m鏡の仰角軸のモーターおよびカップリング部軸
受けに不具合が見つかり修理を実施している。

　茨城局においては6–9  GHz 帯受信機を用いたメタノー
ルメーザー源の単一鏡観測が毎日行われている。平成25

（2013）年度は、山口局、茨城局が広帯域の記録システムを利
用した東アジアVLBI網観測に参加した。また茨城局と山口
局は IP-VLBIシステムを用いた全地球VLBI観測網の試験観
測に参加した。
　近年大きな話題になっている我々の銀河中心へのガス降着
に伴うフレア現象を捉えることを目的とし、国立天文台水
沢10 m鏡 , 茨城局、鹿島局、岐阜局の望遠鏡が参加し、短基
線VLBI観測がほぼ毎日継続されている。大学・研究機関間
の人事交流も進んでいる。名古屋大学および筑波大学の大学
院生が茨城大学と筑波大学の研究員としてそれぞれ着任し
た。また茨城大学と山口大学の間で2名の研究員の異動があ
り、それぞれ大学連携VLBIの研究活動を進めている。平成
25（2013）年度には茨城大学院生1名が水沢VLBI観測所（三
鷹）に滞在し、大学連携VLBIのデータ解析を学び修士論文を
発表した。ほかにも山口大学および茨城大学の院生が大学連
携VLBIおよび茨城局を利用した研究で修士論文を発表した。
　平成25（2013）年度は大学連携VLBI観測事業を継続し、4
本の査読論文を出版した。各大学に予算を移算することによ
り、円滑に各大学の望遠鏡について保守や研究員の雇用が可
能になっている。2週に1回開催されている運用連絡会議で
は、各観測局の現況や運用の状況・方針について議論されて
いる。プロポーザル制により採択された観測は年間150時間
程度実施されている。運用コアグループを形成し、観測運用
を定常化させた。平成19（2007）年度からは受信機開発にお
いて大阪府立大が参加している。平成20（2008）年度から
は、茨城大学が参加し、KDDI茨城通信所の32 m鏡2台（高萩
32 m鏡と日立32 m鏡）の国立天文台への移譲に伴い、観測運
用を茨城大学が行う体制を確立した。平成21（2009）年度に
は、6.7  GHz帯の受信機を搭載し、メタノールメーザーの観測
を実施している。平成22（2010）年度以降、茨城局32  m鏡2
台を利用したVLBI観測が6.7–9  GHz、22  GHzの周波数帯で可
能になった。茨城局は平成23（2011）年3月の東日本大震災
後は運用を一時停止したが、平成24（2012）年度に第一次復
旧作業を実施して試験運用を開始し、同年度末に実施した第
二次復旧作業を経て完全復旧した。宇宙航空研究開発機構の
アンテナの科学観測利用に関するワークショップが開催され、
大学連携VLBIは今後も同臼田64  m鏡の利用の要望が大きい
ことを報告した。平成20（2008）年度から実施しているメタ
ノールメーザーのVLBIサーベイ観測には上海局も参加して
35領域でのメーザー源の撮像に成功した。今後はメーザー源
の内部固有運動や若い大質量星の周囲にあるガスの運動の解
明が期待される。高エネルギーガンマ線を放射するブレー
ザー天体の電波による探査が、広帯域記録での光結合VLBI
により行われた。アジア太平洋電波科学国際会議（AP-RASC 
2013）にて、大学連携VLBIを利用したメタノールメーザー
のモニター観測（山口大・杉山孝一郎）とガンマ線天体の
VLBI観測（同・新沼浩太郎）による各々の研究成果がYoung 
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Scientist Awardを受賞した。日本国内の大学連携VLBI網では
達成できない高空間分解能を達成するため、韓国および中国
のVLBI網が参加した東アジアVLBI網の観測に、山口局およ
び茨城局が3回参加した。山口局、茨城局に導入された広帯
域ディスク記録装置を利用した観測の運用が開始された。 岐
阜大11 m鏡の不調になった水素メーザー原子時計が修理され
整備された。

（4）日韓・東アジアVLBI観測
　KaVAの性能評価が進み、3つのサイエンスWG（AGN、星
形成、晩期型星）が試験観測を精力的に推進し、研究成果を
挙げるとともに、最初の共同利用募集を平成25（2013）年中
に行った。AGNにおける試験観測結果、6.7  GHzのメタノー
ルメーザー天体による研究成果が生み出されている。これら
のデータの相関処理を行うKJJVCを韓国天文研究院内に設
置しており、共同で運用を行った。そのための、日韓所長会
議などを適宜開催した。

（5）石垣島天文台
　共同研究（東工大、岡山観測所）で開発した3色同時撮像カ
メラ（MITSuME）を本年度から石垣島天文台に移管し、保守
も行うことになったが、本格的に活用し、ガンマ線バースト
の残光観測や、超新星、小惑星、彗星の突発現象などを速や
かに観測し成果を挙げ国際的にも評価されている。
　琉球大学との連携授業は5年目を迎え、大学での座学、石垣
島での観測実習も競争率2倍以上と高い人気があり、また平
成26（2014）年度からは、琉球大学での授業が石垣島で聴講
できるサテライト授業にも協力する。2月には、北大の1.6  m
望遠鏡が設置されている「なよろ市立天文台」と交流協定を
結んだ。
　地元高校生を対象にした研究体験「美ら星研究体験隊」に
は、福島県からの高校生も参加して、新しい小惑星や電波星
の発見も行われた。
　7月には石垣市が「星空学びの部屋」を併設し、国立天文台
開発の4D2U（4次元デジタル宇宙）の上映を始めた。石垣島
の星空への関心が急速に高まっており、新空港の開港もあり
来訪者は前年度の3割増しの13,000人となった。
　北大の1.6  m望遠鏡を備える「なよろ市立天文台」との連
携も始めている。地元の放送大学受講生の集まり「グルクン
塾」とも連携して、市民向けの天文講演会などを開催してい
る。星空を地域振興に活用したいとの要望に応え、石垣市や
竹富町の商工観光関係者との連携を図っている。

3. 共同利用・共同研究

（1）共同利用
　平成25（2013）年度から年2回公募を実施することにな
り、平成26（2014）年前期観測の共同利用公募が22  GHz帯、
43  GHz帯および6.7  GHz帯で実施され、9件458時間の観測提

案がよせられた。海外からの提案は1件88時間であった。こ
れらの提案は国内の関連分野研究者から選出されたレフェ
リーによる審査をもとにVLBI プログラム小委員会で審議し
て4件120時間が採択され、平成26（2014）年1月より観測が実
施されている。
　またKaVAの平成26（2014）年前期共同利用観測も同時に
公募され、13件477時間の観測提案があった。これらの観測
提案はVERAとKVNそれぞれのレフェリーによる審査をも
とにVERAおよびKVN合同Time Allocation Committeeで審議
して7件240時間が採択され、平成26（2014）年2月より観測が
開始されている。KVNとの共同利用観測データは韓国天文
研究院に建設されたKJJVCで相関処理が行われる。
　
（2）大学連携
　大学連携観測に伴い、北海道大学・筑波大学・岐阜大学・
山口大学・鹿児島大学・茨城大学・大阪府立大学・国土地理
院・情報通信研究機構と共同研究協定を結んで、共同研究を
進めている。さらに宇宙航空開発機構宇宙科学研究所とも密
接な研究協力関係にある。

（3）日韓共同研究
　サイエンスWG（AGN、星形成、晩期型星）により、日韓
の研究者はKaVAを用いた研究を推進した。そのために、全
体のサイエンスWSを韓国において2回開催した。これらに
より、KaVAによるプロジェクト観測の計画を立案した。さら
に、KJJVCの性能評価か各種の観測モードに対応した機能の
評価などを共同で行い、1 Gbps、16局相関処理を定常化した。

（4）共同研究
　国土地理院との共同研究協定に基づき、国内の測地VLBI
観測（JADE観測）を実施している。ドイツ、ポツダム地球
科学研究所との研究協定に基づき、GPS衛星、Galileo衛星の
観測を行っている。GPSの観測データは IGSの観測点として
内外に公開されている。東京大学地震研究所との研究協定に
基づき、江刺地球潮汐観測施設の坑道内のひずみ計等のデー
タを、関連研究機関にリアルタイムで配信している。広い意
味での施設の共同利用にあたっている。

4. 広報普及活動

（1）施設公開
4月14日　第4回「公開天文台」（茨城大学宇宙科学研究セン

ターおよび国立天文台水沢VLBI観測所茨城局の特別公
開）が開催され、約1,000名の参加者があった。

7月7日　国立天文台水沢VLBI観測所鹿児島観測局（鹿児島
市錦江湾公園）で6 m電波望遠鏡を使った「七夕祭り」が
鹿児島市、鹿児島大学と共催で開催され、約300名の参加
者があった。

8月10日　VERA入来局特別公開が「八重山高原星物語2013」
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と共同で開催され、1,500名以上の見学者が訪れた。
8月3日～18日　「南の島の星まつり2013」（VERA石垣島局・

石垣島天文台特別公開同時開催）が開催され、ライトダ
ウン星空観望会には約8,500名が参加し、石垣島天文台の
天体観望会には851名が参加し、VERAの特別公開には
246名が訪れた。

8月24日　水沢地区特別公開「いわて銀河フェスタ2013」が開
催され、約3,000名の参加者があった。

11月7日～9日　VERA小笠原局特別公開「スターアイランド
2013」が初めて JAXA宇宙教育センターとの共催で開催
され、3日間で433名の参加者があった。

2014年2月16日　石垣島天文台が北海道のなよろ市立天文台
と交流協定を締結した。

（2）高校生体験研究
6月29日～30日　VERA 水沢局の電波望遠鏡を使い，メー

ザー天体探しを行う「第7回Z星研究調査隊」開催にあた
り、参加予定の高校生5名を対象とした事前学習を行った。

8月3日～5日　被災地を含む県内の高校生を対象とした「第7
回Z星研究調査隊」を開催した。合計5名が参加し、今年
も新天体を検出した。

8月7日～9日　沖縄県と福島県の高校生を対象にした「美ら
星研究探検隊」がVERA石垣島観測局と石垣島天文台で
開催され、21名が参加した。電波観測のグループは3年
ぶりに新メーザー天体2つを、また、可視光観測グループ
もむりかぶし望遠鏡を用いて小惑星を5個発見した。

　平成21（2009）年から始まった琉球大学と国立天文台の連
携授業が今年も開催され、5年目を迎えた。琉球大での座学
が8月12日～15日、石垣島での観測実習が8月26日～29日に開
催され、32名が参加した。VERA観測局では、20  m電波望遠
鏡を使用しての電波観測を体験した。また、むりかぶし望遠
鏡で星雲観測し、画像処理の学習を行った。

（3）その他
　奥州市内小中学校の校外学習や職場体験、岩手県内外の高
校（東京・福島）の体験学習に協力した。
　石垣島では、VERA観測局や石垣島天文台への施設見学な
どを通じての小中高生徒への学校教育、老人会婦人会などの
生涯教育に協力した。南の島の星まつりでの記念講演（林台
長）のほか、3月30日にハワイ観測所の嘉数悠子さんを招き
天文講演会を行った。また放送大学、NHK学園、駿台学園高
校などの研修旅行での星空解説、兵庫県井原市で開催された

「星空サミット」でのパネリストや、事前に開催された美星
天文台の天文講演会の講師を務めた。また、地元高校生のイ
ンターンシップを受け入れ、施設見学などでも解説を行った。
また、「星空を観光資源に」をテーマとするホテル旅行関係者
や、石垣市、竹富町の観光協会組合員向けの説明会、相談会
にも参加して、幅広い広報普及活動を行っている。

5. 保時室業務

　保時室は4台のセシウム原子時計と、VERA水沢観測局の
水素メーザー原子時計1台で運用している。前年度本館地下
の原子時計室へセシウム原子時計4台、および原子時計管理
室へ保時運用システムを移設したが、故障することなくシス
テムの安定稼働を果たし、継続的な時系の管理・運用によ
り、協定世界時決定に貢献した。ビーム管保証寿命末期のセ
シウム原子時計Cs6のビーム管交換を実施した。国際原子時

（TAI）を維持している国際度量衡局（BIPM）への時計比較
データ提出手順の変更に対応した。ネットワーク上への中央
標準時現示サービスであるNTPは前年に引き続き1日当たり
90万回を超えるアクセス数に達している。

6. 教育実績

　大学院教育については、東京大学3名、総研大3名の大学院
生の教育を行った。このうち東京大学1名と総研大1名が博士
号を取得した。また、受託大学院生として東海大からの修士
課程1名の学生を受け入れた。また、総研大サマースチュー
デントとして東京大、明星大、琉球大 から学部生を受け入れ、
研究指導を行った。また、観測所の職員が、東京大、東北大、
琉球大などで講義を行った。
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6.　太陽観測所

　太陽観測所は、三鷹キャンパス西側の太陽観測施設の運用
を主たる業務としており、太陽の外層大気（光球、彩層、コ
ロナ、太陽風）の構造と活動現象（黒点、白斑、プロミネン
ス、フレア）について、観測･理論の両面から研究を行って
いる。太陽フレア望遠鏡などの観測装置で定常的な観測を行
うほか、皆既日食観測のための遠征もしており、さらに新た
な観測装置の開発や地上太陽観測将来計画の立案も行ってい
る。黒点やフレア等の定常観測を長期間にわたり継続してお
り、研究者へのデータの提供を行っている。

1. 三鷹地区の観測施設

（1）磁場観測
　主力観測装置の太陽フレア望遠鏡は完成以来活動領域光球
ベクトル磁場、Hαフレアの観測を続けていたが、現在は赤外
ストークス・ポーラリメータによる観測を行っている。太陽
フレア望遠鏡での従来の磁場観測は太陽面の限られた領域を
対象としていたが、この装置は太陽周期活動の起源解明に向
けて太陽全面の高精度ベクトル磁場分布を得るため、太陽全
面での偏光観測を行うものである。口径15 cmの赤外線用レ
ンズを搭載し、磁場感度の高い赤外スペクトル線（光球：鉄
の1.56ミクロン線、彩層：ヘリウム1.08ミクロン線）で太陽
全面をスリットスキャンする形式の装置である。これにより
世界でも例のない赤外線での光球と彩層の太陽全面偏光デー
タを定常的に得る観測を遂行している。ただし今年度は8月
の落雷により赤外カメラが故障してそれ以降観測が中断する
事態となった。カメラ修理に時間を要したが現在は観測を再
開できる状況となっており、さらに予備のカメラも用意し、
現在は障害発生時にも観測を継続できる態勢となっている。

（2）黒点・白斑・Hαフレアなどの定常観測
　昭和4（1929）年以来継続している黒点の観測は、現在新
黒点（太陽全面）望遠鏡にて口径10 cmの屈折望遠鏡と2K×
2K 素子のCCDカメラにより、デジタル画像からの黒点の自
動検出の手法で行っている。平成25（2013）月1月－12月では
267日の観測を行った。
　これらシノプティック観測に用いている装置は一部老朽化
も見られるが、太陽全面の撮像データは広く天文・地球物理
コミュニティで必要とされるものなので、光球・彩層撮像の
装置更新とデータのより一層の充実を図っている。フレア望
遠鏡では高解像度Hα太陽全面像取得を行っており、活動現
象に追随する高い時間分解能、複数露出時間の組み合わせに
よる広いダイナミックレンジ、Hα周辺の複数波長での撮像
によるドップラー速度情報が得られる、基礎的観測ながら先
進的レベルを実現している。これにより、最近の活発な太陽
活動の中で多くのフレアやプロミネンス爆発といった現象を

捉えている。また同じフレア望遠鏡にて連続光とG-bandの
定常撮像観測も行っている。
　以上のような定常観測データは、リアルタイム画像も含め、
太陽観測所ウェブページで公開している。
　また、より定量的な速度場や磁場まで含めた広視野観測を
長期にわたって行うため、シーロスタットを利用した分光測
光装置の製作を科研費により進めており、今年度はそのため
の実験室整備を行った。
　その他の既存装置についても日常的な観測の他実験にも供
することができるよう整備を行っている。

2. データアーカイブ公開事業

　太陽観測所においては、現在観測を継続している白色光や
Hα、磁場といったデータばかりでなく、100年近くにわたっ
て行われてきた様々な太陽観測のデータを含めて約16.2  TB
をオンラインで公開している。太陽地球系の中で起こる様々
な現象は、変動時間の短い突発的な現象（宇宙天気）と数年
から数十年にわたるゆっくりした変動（宇宙気候変動）の両
面から研究する必要があり、我々はその基礎データのサプラ
イヤーとして研究に貢献していく。特に我々には、100年近
く前からの連続光像・Ca II K線像・Hα像の、フィルム、乾板、
スケッチによる記録の蓄積があるので、これらをデジタル化
し、整理の終わったものから公開を進めてきた。世界的に見
てもかなり古い時代からの太陽活動の記録として、研究に資
することが期待される。
　ウェブでのデータ公開は従来太陽観測所が所有するサー
バーで行ってきたが、現在は天文データセンターにおいて
データサーバーが一元管理されており、太陽観測所ウェブ
サーバーもそちらで運用中である。データセンターでは複数
個所に同じデータを置くようになっているため、災害時など
のバックアップとしても機能する。

3. その他の活動、人事異動など

　乗鞍コロナ観測所は平成21（2009）年をもって運用を停止
し、施設は自然科学研究機構へ移管したが、観測を行ってい
た装置のうちコロナの速度場測定など先進的な観測が行える
NOGIS装置については海外適地において引き続き観測を行
うのが望ましく、このために中国雲南省への移転作業を数年
にわたり進めてきた。本年度は、製作し直した鏡筒部分を含
めたコロナグラフ全体を移転先である高美古天文台へ移送し、
現地において仮設置が行われた。この後日本側・中国側合同
での現地試験観測を行い、良好な結果を得ている。現在は中
国側のスタッフによって試験的な観測が継続されている。そ
の他国際協力については、平成16（2004）年度以来行ってい



070 II   各研究分野の研究成果・活動報告

るペルーにおける太陽観測のための支援を継続している。
　従来ユーザーズミーティングを兼ねた研究会を他機関と共
同で開催していたが、今年度からは太陽コミュニティ全体で

「太陽研連シンポジウム」を開催し、その中で共同利用・将来
計画に関する議論も行うこととなった。今年度は京都大学に
て平成26（2014）年2月17日～19日に開催した。
　太陽観測所では太陽の基本データを取得しているため以前
から教科書等に画像が利用されることも多く、平成25（2013）

年度は20件程度の画像利用等の申し込みがあり、積極的に対
応してきている。
　人事については、従前よりチリ観測所の業務も行ってきた
木挽主任技術員が、チリ業務繁忙のためチリ観測所に本務を
移した。また専門研究職員についても、前年度退職した職員
に代わり矢治健太郎が着任し、一方鈴木勲が任期満了により
退職した。

7.　チリ観測所

　ALMA望遠鏡計画は、南米チリ北部・標高5000  mのアタカ
マ高地に高精度パラボラアンテナ66台を展開し、ミリ波・サ
ブミリ波を受信する巨大な電波望遠鏡を運用する計画である。
日本を中心とした東アジア、欧州、米国を中心とした北米の
国際協力プロジェクトであり、すばる望遠鏡やハッブル宇宙
望遠鏡と比較して、ALMA望遠鏡は約10倍高い観測分解能が
見込まれている。ALMAは平成23（2011）年度に完成した一
部の望遠鏡を使った科学観測を開始し、平成24（2012）年度
からは本格運用に移行した。今回の報告では、日本および全
体の建設プロジェクトの進捗、科学観測の進捗、その他広報
活動などについて述べる。またASTE望遠鏡はアタカマ高地
に設置された直径10  mのサブミリ波単一鏡であり、ALMA時
代を見据えた南半球でのサブミリ波観測を開拓するために運
用されている。ASTE望遠鏡は平成23（2011）年度まで野辺
山宇宙電波観測所が運用を行っていたが、ALMA望遠鏡との
有機的な連携を進めるために平成24（2012）年度にチリ観測
所に移管された。本報告ではASTE望遠鏡の進捗についても
述べる。

1. ALMAプロジェクト進捗状況

（1）ALMA計画全体の進捗
　ALMAの建設は最終段階に入っており、平成25（2013）年
9月に66台目のアンテナが合同アルマ観測所に引き渡された。
平成25（2013）年1月には本格観測である科学観測Cycle 1が
開始された。また平成26（2014）年6月開始予定の科学観測
Cycle 2の観測提案募集が平成25（2013）年12月5日に締め切
られ、提案の審査が行われた。
　科学観測と並行して行われている試験観測も順調に進んで
おり、長基線での干渉計試験や日本が開発したバンド4、8、
10受信機を使った観測試験、偏波観測試験、太陽観測試験な
どが実施されている。
　平成25（2013）年3月にチリで開所記念式典が開催されたこ
とを受け、日本国内での開所記念講演会を平成25（2013）年5
月15日に東京・一橋講堂で開催した。国会議員や研究者、企

業関係者等ALMA計画に関連の深い約200名が参加した。長
谷川哲夫 チリ観測所長による記念講演はインターネット中
継を行った。

（2）日本における開発の進捗
　日本が開発した16台のアンテナ（直径12  mが4台、直径7  m
が12台）については、平成24（2012）年度末までにすべて合同
アルマ観測所への引き渡しが終わり、すでに標高5000  mの山
頂施設に移設されて試験観測および科学観測に供されている。
　バンド4 、バンド8、バンド10受信機 カートリッジについ
ては平成25（2013）年度中に量産を完了し、すべてチリに
出荷した。平成25（2013）年9月にはバンド8受信機、平成26

（2014）年2月にはバンド10受信機による初の干渉計画像の取
得に成功した。現在これらの受信機は試験観測に用いられて
おり、平成26（2014）年6月開始予定のCycle 2ではバンド4、8
受信機が共同利用観測に供されることになっている。

2. ALMA共同利用と科学観測

　アルマ望遠鏡の2回目の共同利用観測が、「Cycle 1」として、
平成25（2013）年1月に開始された。Cycle 1では、12  mパラ
ボラアンテナを32台用いた干渉計観測、ACA観測（7 mパラ
ボラアンテナを9台用いた干渉計観測と2台の12 mアンテナを
用いた単一鏡観測）、ベースライン長は最大1 km、使用できる
受信機周波数バンドは3、6、7、9の４種類、150視野までのモ
ザイク観測が可能、という内容である。共同利用開始後、天
候不良、電源などの現地インフラストラクチャ、試験観測の
遅れ、現地職員のストライキなどのため、平成25（2013）年9
月まで少数の観測しか実行できないという状態が続いた。そ
の結果、Cycle 1の終了は、当初予定の平成25（2013）年10月
から平成26（2014）年5月へと大幅に延ばされた。観測状況は
改善したものの、Cycle 1終了時における完了率が60  %程度に
とどまることが判明したために、未完の採択観測に関しては、
Cycle 2への繰り越しを可能とすることを決定した。
　3回目の共同利用観測が、「Cycle 2」として公募された。



II   各研究分野の研究成果・活動報告 071

Cycle 2では、12  mパラボラアンテナを34台用いた干渉計観測、
ACA観測（7  mパラボラアンテナを9台用いた干渉計観測と2
台の12  mアンテナを用いた単一鏡観測）、ベースライン長は
最大1.5  km、使用できる受信機周波数バンドは3、4、6、7、8、
9の6種類、150視野までのモザイク観測、偏波観測が可能、と
いう内容で公募された。観測プロポーザルは、日本時間、平
成25（2013）年12月5日00:00に締め切られ、合計1381件のプロ
ポーザルが提出された。このうち東アジアからのものは273
件であった。観測プロポーザルの科学審査は、平成25（2013）
年3月10－14日にカナダのオンタリオ州ロンドンで行われた。
78名の委員によって審査され、うち東アジアからの委員は17
名であった。1381件の観測プロポーザルのうち、353件が採
択プログラム（Highest Priority）と認定された。353件のうち
東アジア分は83件であり全体の23.5  %、予定観測時間の合計
に占める東アジアの割合は22.3  %であった。Cycle 2は平成26

（2014）年6月に開始予定である。
　ALMAの共同利用の結果、数々の科学的成果が出されて
いるが、ここでは東アジアからの成果を中心に紹介する。東
京大学の坂井南美らは、おうし座にある生まれたばかりの星

（原始星）L1527を観測し、原始惑星系円盤の中に「遠心力
バリア」によるリング状の衝撃波領域が形成されていること
を世界で初めて明らかにした。大阪大学の深川美里らは、お
おかみ座の方向にあるHD 142527と呼ばれる若い星を観測し、
惑星の材料となる固体微粒子が星の周囲で非対称なリング状
に分布している様子を見出した。これは、親星から遥か遠く
離れた場所で惑星が誕生しつつある強い証拠を初めて捉えた
ものである。台湾・国立精華大学のライ・シーピンらは、こ
れまで見つかっている中で最も若い原始惑星系円盤を発見し
た。電気通信大学の酒井剛らは、わし座にある赤外線暗黒
星雲を観測し、従来知られているものに比べ10倍も大きい

「ホットコア」（温かい分子雲コア）を発見した。東京大学の
大内正己らは、宇宙初期に存在する巨大な天体「ヒミコ」を
ALMAとハッブル宇宙望遠鏡で観測し、ハッブル宇宙望遠鏡
の観測では3つの巨大な青い星団を見つけ、一方ALMA望遠
鏡の観測からは固体微粒子（ダスト）から出る電波や炭素原
子から出る電波がいっさい検出されなかった。その結果、ヒ
ミコはビッグバンで作られた水素やヘリウムなど原始的なガ
スを主体とする天体である可能性が高いことがわかった。東
京大学の泉拓磨らは、NGC 1097という銀河の中心にある、活
動的な超巨大ブラックホール周辺の高密度分子ガスを観測し、
このブラックホール周辺環境ではHCN分子が大量に生成し
ており、その原因がブラックホールの影響で周囲の環境が高
温に加熱されていることであることを示した。京都大学の廿
日出文洋らは、これまで見つかっていなかった非常に暗い銀
河を15個発見することに成功し、これまでほとんどが正体不
明だった宇宙からのミリ波信号のおよそ80 ％の起源が銀河
からの塵輻射だったと明らかにした。

3. 教育活動・インターンシップ受け入れ

　平成25（2013）年6月15日に、チリ観測所として大学院進学
ガイダンスを開催した。4名の大学生が参加し、教員による
講演の聴講、現役大学院生との懇談を行った。

4. 広報普及

　平成25（2013）年5月に、日本地球惑星科学連合大会に
ALMAの説明ブースを1週間出展した。平成25（2013）年度に
は17件の一般向け講演およびサイエンスカフェを行い、数多
くの来場者と対話によりALMAの現状を報告し、ALMAと
その成果に対する興味喚起を図った。
　ウェブサイトには47件のニュース記事、7件のプレスリ
リースを掲載した。またメールマガジン（購読者数約2,500名）
を毎月発行している。Twitter（アカウント @ALMA_Japan）を
用いたタイムリーかつきめ細かな情報発信を図っており、平成25

（2013）年度末現在での購
フ ォ ロ ワ ー

読者は約16,300名である。
　初期科学観測による科学成果を紹介する新聞・雑誌記事
がおよそ60件掲載された。また ALMA を取り上げたテレ
ビ番組は14本に上った。ALMAによる観測成果を報道した
ニュース番組だけでなく、NHK総合の「探検バクモン」や
TBS系列の「夢の扉＋」などALMAプロジェクト全体やその
スタッフを深く取り上げる番組もあり、多数の人々にALMA
の魅力を伝えるのに効果的であった。
　平成25（2013）年度より続けている建設記録映像の作成の
一環として、平成25（2013）年度にはチリにおける開所記念
式典の記録映像と、平成23（2011）年に撮影したALMAアン
テナ開発工程の紹介映像を製作し、公開した。また先端技術
センターにおける受信機開発の様子も、開発者インタビュー
とともに撮影した。
　国立天文台ニュースでは、昨年度に引き続き ALMA の
スタッフが各自の仕事内容を紹介する連載『Bienvenido a 
ALMA』を掲載している。またこの記事をALMAウェブサイ
トでも公開している。
　日本が開発を担当したACAが、平成25（2013）年度グッ
ドデザイン賞金賞（経済産業大臣賞）を受賞した。これに伴
い、平成25（2013）年10月30日から11月4日まで東京ミッドタ
ウンで開催されたグッドデザインエキシビション2014に、解
説パネルとSIS素子、バンド10受信機展示モデルを出展した。
またグッドデザイン大賞候補として、同所で行われたデザイ
ナーズ・プレゼンテーションにて講演を行った。

5. 国際協力（委員会等）

　ALMAは国際プロジェクトであるため、様々な委員会が頻
繁に開催されている。平成25（2013）年度中にALMA評議会
は2回、ALMA科学諮問委員会は3回の会合を行い、さらにこ
れらの会はほぼ毎月電話会議が行われた。ALMA外部評価
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委員会は平成25（2013）年10月に1週間もかけ会合を行った。
またALMA東アジア科学諮問委員会もほぼ毎月電話会議を
行った。個別の担当ごとにさらに高い頻度で会合や電話会議
を開催し、緊密な連携のもとで国際プロジェクトの推進にあ
たっている。

6. 広報普及

・2013/7/8–9　国立天文台三鷹
　EA ALMA Development Workshop 
・2013/9/24　愛媛大学
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/9/24　JAXA宇宙科学研究所
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/9/26　鹿児島大学
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/3 東京大学宇宙線研 /IPMU
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/2　名古屋大学
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/3　京都大学
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/7　広島大学
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/9　東北大学
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/9–10　国立天文台ハワイ観測所
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/17　大阪府立大学
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/28　韓国KASI
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/10/30　北海道大学
　ALMA Cycle 2 Town Meeting
・2013/11/18　国立天文台三鷹
　ALMA Cycle 2 Town Meeting（1回目）
・2013/11/22　国立天文台三鷹
　ALMA Cycle 2 Town Meeting（2回目）

7. 科研費以外の外部資金獲得（産学連携経費等）

木内 等　総務省（SCOPE）　Round-trip法を用いた波長分散
補償法の研究開発

8. 研究員の異動等

（1）採用
三浦理絵　特任研究員
Chibueze, James　特任研究員

Herrera, Cinthya　特任研究員
Ao, Yiping　特任研究員

（2）退職・異動
永井 洋　研究員　チリ観測所特任助教
秋山永治　研究員　チリ観測所特任助教

9. 主な訪問者

平成25（2013）年5月1－3日　
有馬朗人元文部大臣がALMA山麓施設・山頂施設、合同アル
マオフィス・サンティアゴ中央事務所を視察。

10. ASTE望遠鏡の進捗

　ASTE 望遠鏡は、南半球において本格的なサブミリ波天
文学を推進するとともに、それを支える観測装置や観測手
法の開発と実証を主な目的として、これまで運用してきた。
ALMA望遠鏡の建設も最終局面に達し、初期科学観測も開始
できたことから、これからは、ASTE望遠鏡を、ALMAでの
観測プロポーザルをより強硬にするための観測実証を主な目
的として運用し、将来のALMAの性能拡張のための開発も促
進する。
　平成25（2013）年度は、天文コミュニティーからの門戸
を広げるため、345 GHz帯分光観測での本格的な共同利用観
測が公募された。また、ASTE 望遠鏡の観測機能向上に貢
献する研究者を支援するため、その研究者らが提案できる
Guaranteed Time Observation（GTO）枠を新たに設置した。共
同利用観測およびGTOプロポーザルは平成25（2013）年6月
10日に締め切られ、合計47件（内訳：共同利用39件、GTO8
件）のプロポーザルが提出された。観測プロポーザルの審査
はチリ観測所で行い、合計21件（内訳：共同利用13件、GTO8
件）のプロポーザルが採択された。なお、GTOに提出され
た2件のプロポーザルは装置故障のためキャンセルとなった。
平成25（2013）年8月19日から10月7日まで、ASTE三鷹運用
室から共同利用観測が実行された。
　平成25（2013）年10月の約1ヵ月間に東京大学・電気通信大
学のグループが中心となり0.9  THz／1.5  THz受信機の試験観
測を行った。また、平成25（2013）年11月から平成26（2014）
年4月まで、野辺山宇宙電波観測所・東京大学・北海道大学の
グループが中心となり、平成27（2015）年以降の共同利用観
測への公開に向けて270  GHz帯／350  GHz帯TESボロメータ
カメラの試験観測を実施した。
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8.　天文シミュレーションプロジェクト

1. 全般

　天文シミュレーションプロジェクト（CfCA）では、汎用
スーパーコンピュータおよび重力多体問題専用計算機を中心
としたシミュレーション用計算機群の共同利用の推進、新シ
ステムの導入、運用のための研究開発、およびシミュレー
ションによる研究の推進を行ってきた。本年度はスーパーコ
ンピュータシステムの更新を行った。新しいシステムは水沢
VLBI観測所に設置され、主力機であるCray XC30（通称「ア
テルイ」）は天文学専用のスーパーコンピュータとしては世
界最高の性能（約500 Tflops）を誇る。その他に重力多体問題
専用計算機GRAPE-7およびGRAPE-DR、そして計算サーバ

（小規模計算用PCクラスタ）らの運用も継続して行った。ま
た、天文学データの可視化活動にも継続して取り組んでいる。

2. 共同利用

（1）計算機システム
　本年度は本プロジェクトが運用する共同利用計算機群の中
心であるスーパーコンピュータを有する「天文シミュレー
ションシステム」が新規更新された後の運用一年目であった。
諸般の事情によりこのシステムは水沢VLBI観測所内に設置
されることとなり、水沢VLBI観測所の全面的な協力の下、
理論ピーク性能が500 Tflopsを超えるCray XC30が導入・運転
開始された。これにより前年度まで運用されていた同様なシ
ステムに比べて約20倍近い性能向上が実現されている。本シ
ステムの更新および水沢VLBI観測所への設置作業は容易な
らざるものであったが、関係者全員の努力により作業は完遂
され、新しい機材は順調に稼働を続けており利用者による学
術成果も大きなものが得られつつある。
　スーパーコンピュータを含む「天文シミュレーションシス
テム」はクレイジャパンからのレンタルであるが、本部局で
はその他の非レンタル機材として以下のような機材を自力構
築し、共同利用運用を実施している：重力多体問題専用計算
機 GRAPE 類、中小規模計算を実行する PC クラスタ群、そ
れらに付帯する大規模ファイルサーバ、計算結果データを処
理するための解析サーバ群、そして全体の計算機システムを
包含するネットワーク機材。これらの機材は「天文シミュ
レーションシステム」と連携することで日本国内外の研究者
による数値シミュレーション研究の中核を形成している。と
りわけ上記のうち重力多体問題専用計算機GRAPEシステム

（MUVシステム）の有効利用と共同利用活動促進のため、本
年度もハードウェアとソフトウェアの両面から開発・改良・
保守を行った。本年度の主な活動としては GRAPE-9の試験
運用を開始したことがある。GRAPE-9は現行のGRAPE-7に
比べ性能が約10倍になっている。

　XC30、GRAPE、小規模PCクラスタについては審査制を経
て計算機資源の割り当てを行う方式となっており、本年度の
利用状況や申請・採択状況は下記の節以降に示す通りである。
また本年度には本プロジェクトの共同利用計算機群を用いた
研究によって前（平成24）年度内に出版された査読つき欧文
論文の実数調査を行い、それによると当該の査読つき欧文論
文の出版数は82本であった。
　共同利用計算機利用者との情報交換のためにコンテンツ・
マネジメント・システムの一種であるDrupalを立ち上げ、必
要な情報提供や各種申請書の受理はすべてDrupalを経由し
て行っている。また利用者向け情報送信手段として定期的に
CfCA Newsを発行し、計算機システムに関する諸情報を漏ら
さず周知するよう努めている。また、本プロジェクトが運用
する計算機を利用して得られた研究成果の出版と広報を促進
するために利用者向けの論文出版費用補助制度を継続施行し
ている。このうち平成24年度中に採択されて平成25年度に支
払いを実施したものは0件、平成25年度中に採択されて平成
25年度に支払いを実施したものは3件（約25万円）であった。

□ Cray XC30に関する統計
稼働状況
・年間運用時間　8506.8 時間
・年間core稼働率　84.83 %
利用者数
・カテゴリS：前期採択3件、後期採択0件、合計3件
・カテゴリA：年度当初11件、後期採択2件、合計13件
・カテゴリB：年度当初60件、後期採択4件、合計64件
・カテゴリMD：年度当初10件、後期採択2件、合計12件
・カテゴリTrial：32件（通年の総数）
・カテゴリ I：1件（通年の総数）

□ 重力多体問題専用計算機GRAPEに関する統計
利用者数
・カテゴリA：年度当初4件、後期採択1件、合計5件
・カテゴリB：年度当初5件、後期採択0件、合計5件
・カテゴリTrial：2件（通年の総数）

□ 計算サーバに関する統計
稼働状況
・年間運用時間　7117.0時間
・年間ジョブ稼働率　75.7 %
利用者数 : 34名（ 通年の総数）

（2）講習会・ユーザーズミーティングなど
　共同利用計算機システムの利用者に対する教育・普及、お
よび若手研究者の育成を目的として以下に示すような各種の
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講習会や学校を開催し、好評を得た。また利用者との直接情
報交換の場としてユーザーズミーティングを開催し、多数の
参加を得て有意義な議論が行われた。

□ Cray XC30システム講習会
平成25年4月16日　参加者43名

□ Cray XC30中級講習会
平成25年6月27日　参加者27名

□ Cray XC30 Code Optimization Seminar
平成25年10月31日　参加者7名

□ N体シミュレーション小寒の学校
平成26年1月15–17日　参加者18名

□ ユーザーズミーティング
平成26年1月28–29日　参加者47名

3. 広報活動

　Cray XC30（通称「アテルイ」）の共同利用運用の開始に伴い、
平成25年5月27日に水沢VLBI観測所（岩手県）において、ま
た同月29日に学術総合センター（東京都）で記者発表を行っ
た。この様子は地元テレビ局のニュース（2局）とテレビ東京

「宇宙ニュース」、さらに朝日新聞、読売新聞、地元紙、天文
雑誌「星ナビ」など多くのメディアに取り上げられ、広く注
目を集める発表となった。
　本年度は水沢VLBI観測所の特別公開（平成25年8月24日開
催の「いわて銀河フェスタ」）に本プロジェクトとしても参加
した。ここではアテルイ見学ツアーを実施し、約600人の見
学者にアテルイを間近で見てもらうことができた。この際に
奥州宇宙遊学館で行われた講演会では、本プロジェクトから
伊藤孝士助教が天文学と数値シミュレーションについて、ま
た滝脇知也特任助教がアテルイを使った超新星爆発の研究に
ついて講演した。これらの様子は地元テレビ局、地元紙に大
きく取り上げられ、現地での注目度がうかがえる結果となっ
た。さらに、同日に開催されていた野辺山地区公開日会場と
水沢スーパーコンピュータ室を中継し、野辺山の見学者にも
アテルイを紹介するという企画を行った。
　平成25年10月に行われた三鷹地区特別公開では本プロジェ
クトが運用する計算機室を公開し、主にGRAPEと計算サー
バの解説をし、シミュレーション天文学を知ってもらう企画
を行った。さらに水沢VLBI観測所のスーパーコンピュータ
室と三鷹を中継し、三鷹キャンパスの見学者にもアテルイを
知ってもらうことができた。
　三鷹地区の計算機室では団体見学を受け入れ始めた。主に
GRAPE、計算サーバを見学者に解説している。さらに、共同
利用によって得られた成果のプレスリリースの支援を行った。

平成25年11月には名古屋大学の荻原正博博士研究員による計
算サーバを使った研究成果「子供達に押し出された巨人～最
新のコンピュータシミュレーションによる太陽系外惑星系に
おける謎の解明～」を本プロジェクトのウェブ上で公開した。
そのほか、Twitter（@CfCA_NAOJ）を一般広報用に運用を開
始し、研究成果の紹介、講演会情報、メディア掲載情報など
を提供している。

4. 4D2Uプロジェクト

　本年度も引き続き4D2Uコンテンツの開発を継続して行っ
た。シミュレーション可視化ムービー「中性子星合体からの
電磁波放射」を平成26年3月にウェブ上で公開した。4次元デ
ジタル宇宙ビューワーMitakaは新しいバージョンのリリー
スはなかったものの、ユーザからの要望が多い彗星を表示
する機能の開発を行った。平成25年7月には石垣島天文台に

「星空学びの部屋」が設立され、利用可能なすべての4D2Uコ
ンテンツを提供した。そのほか、VERA小笠原観測局の施設
公開では4D2Uの出張システムを用いて、現地の見学者に最
新の天文学を立体視で体験してもらう企画を実施した。さら
に、国内4箇所目となるドーム立体視システムを導入したサ
イエンスヒルズこまつ（石川県小松市）へ立体視映像コンテ
ンツを提供した。
　本年度から4D2Uドームシアターの定例公開および団体公
開は天文情報センターにその業務が移されたが、4D2Uプロ
ジェクト内では新しいドーム投影システムの検討を始めた。
特に現在ドームシアターで用いている分光式立体視よりも明
るい液晶シャッター式と呼ばれるシステムのドーム投影実用
化についての検討を行った。これに基づき、本年度の後半か
らは天文情報センターとともにドームシアターシステムの更
新を検討した。
　その他としては、Twitter（@4d2u）を一般広報用に運用を開始
した。ここでは4D2U定例公開の受付、4D2Uコンテンツを利用
したイベント情報、メディア掲載情報などを提供している。

5. 対外活動

（1）計算基礎科学連携拠点
　計算基礎科学連携拠点は、計算機を使った基礎科学の研究
を精力的に進める三機関（筑波大学計算科学研究センター・
高エネルギー加速器研究機構・国立天文台）が平成21年2月に
合同で立ち上げた機関横断型の組織である。国立天文台内で
は本プロジェクトが中心となって活動が展開されている。本
拠点では基礎科学の中でも素粒子・原子核・宇宙物理といっ
た基礎物理の理論的研究を主に計算機を用いて推進する。特
に素粒子・原子核・宇宙物理における学際研究の実行に向け、
計算基礎科学を軸に基礎研究を推進していくことが目的であ
る。計算基礎科学の研究を行っている、あるいはこれから行
おうとする研究者を、単独の機関ではなく三機関およびその
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協力機関と共同してきめ細かでかつ強力にサポートすること
が本拠点の大きな特色である。また、計算機の専門家の立場
からスーパーコンピュータの効率的な使い方や研究目標達成
のために必要な新しいアルゴリズムの開発などを全国の研究
者にアドバイスしていくことも重要な使命である。
　本年度、本プロジェクトでは高橋博之・滝脇知也の二名が
本研究計画を推進する特任助教として勤務した。高橋特任助
教は相対論的輻射磁気流体方程式を第一原理的に解くプラズ
マシミュレーションコードを開発し、ブラックホール降着円
盤の大局的シミュレーションを行った。太陽質量程度のブ
ラックホールから銀河中心に存在する巨大ブラックホールま
でどのように成長していったのかは宇宙物理学でも未解明の
最重要課題だが、数値計算によってガス降着によるブラック
ホールの急成長が可能であることがわかってきた。滝脇特任
助教は「京」コンピュータにおいて、重力崩壊型超新星爆発
の三次元シミュレーションを実行している。超新星の研究は
素粒子・原子核の研究と関わりが深く、計算基礎科学連携拠
点という枠組みの中でも様々な研究のハブとなる重要な研究
である。超新星爆発がなぜ起こるのかは60年も前から議論が
尽きていない天体物理の大問題であるが、「京」コンピュータ
を使ったこれまでにないほど現実に近い設定で行われ、その
物理過程の解明が著しく進んでいる。
　隔月で行われている計算基礎科学連携拠点の運営委員会に
は本プロジェクトより富阪幸治教授・大須賀健助教が運営委
員として参加しており、原子核・素粒子を専門とする他の運
営委員と議論を重ねながら計算科学を軸に宇宙物理研究の発
展を加速するべく協議を重ねている。

（2）HPCIコンソーシアム
　本プロジェクトは平成22年秋に始まった準備段階より文部
科学省主導のHPCI（High-Performance Computing Infrastructure）
計画に参加し、「京」コンピュータ利用や「ポスト京」計画な
どを中心とした日本のHPC研究分野の推進に参画している

（上記した計算基礎科学連携拠点を通した「京」コンピュータ
のHPCI戦略プログラム分野5とは密接に関係するものの基
本的に独立なものであることに注意）。HPCIコンソーシアム
は平成24年4月より正式な社団法人として発足したが、本プ
ロジェクトは現時点ではアソシエイト会員（会費を支払わな
いので議決権は無いが意見の表明や情報の取得は可）として
当コンソーシアムに参加し、計画全体の動向を見守っている。
本年度も様々な会合やワーキンググループが開催され、「京」
の次世代の国策スーパーコンピューティング体制についての
議論が繰り広げられた。現時点では「京のような国家の頂点
に立つシステム」に加えて「第二階層となる複数の大型シス
テム」の組み合わせを5–6年でリプレイスする計画が議論さ
れ、年度末には次期システムの開発が閣議承認された予算が
正式についた。「ポスト京」世代の機材は平成31年以降の稼
動が予定されており、そのための議論に参画することで国立
天文台が「京」次世代のHPC中心となることも原理的には可

能である。

6. 契約職員異動等

本年度内に採用された契約職員は以下の通りである。
（専門研究職員）　松本仁、脇田茂、楢崎弥生
（研究支援員）　　有吉雄哉、大木平、福士比奈子

本年度内に転出した契約職員は以下の通りである。
（専門研究職員）　松本仁、和田智秀
（研究員）　　　　鈴木昭宏
（研究支援員）　　有吉雄哉、大木平
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　科学衛星「ひので」は、平成18年9月23日に宇宙航空研究開
発機構宇宙科学研究本部（以後 ISAS/JAXA）が打ち上げた人
工衛星で、「ひのとり」（昭和56年）、「ようこう」（平成3年）
に次ぐ、わが国3機目の太陽観測衛星である。国立天文台で
は ISAS/JAXAと共同研究に関する覚書をとり交わして、こ
の衛星計画の推進に当たってきている。「ひので」衛星の科
学目的の大きな柱のひとつは、太陽大気中の電磁流体現象を、
さらに多角的に理解しながら、コロナ加熱機構を解明するこ
とにあるといえる。

「ひので」には、可視光磁場望遠鏡（SOT）、X線望遠鏡（XRT）、
極紫外撮像分光装置（EIS）の3つの望遠鏡が搭載され、太陽
光球面の詳細な磁場、速度場と、彩層－コロナの輝度、速
度場の同時観測を行っている。衛星搭載の望遠鏡は、ISAS/
JAXA との協力のもと、広範な国際協力により開発された
ものである。SOTの主担当は国立天文台で、焦点面観測装
置（FPP）はNASA、ロッキードマーチン社が分担している。
XRTの光学系・構造はNASA、スミソニアン天文台（SAO）
の担当で、焦点面カメラ部は日本側（lSAS/JAXA、国立天文
台）の責任分担となっている。EISの国際協力はさらに広範で、
構造・電気系がSTFC、ロンドン大学が担当、光学系はNASA、
NRLが受け持ち、地上試験装置、クイックルックシステムに
ついては、オスロ大学（ノルウェイ）の協力を得ている。ま
た国立天文台はEISと衛星とのインターフェース、衛星試験、
飛翔実験に参加、これらを推進し、飛翔後は衛星の取得デー
タ取得、解析の中心として関わっている。
　科学運用とデータ解析を支援するため、「ひので」国際チー
ムの代表者からなる「Hinode Science Working Group（SWG）」
が組織されている。欧州宇宙局（ESA）より2名の参加を得て、
15名からなるメンバーのうち、ひので科学プロジェクトより
4名（桜井：議長［11月～］・プロジェクトサイエンティスト、
末松：SOT、渡邊：EIS）が参加している。また、共同観測体
制を活用するため、科学観測スケジュール調整委員（Science 
Schedule Coordinator）が組織され、日本側の委員（渡邊：座
長・EIS、関井：SOT）の多くは、国立天文台の職員で構成さ
れている。
　平成25年度は衛星飛翔後7年次にあたる。主に平成24/25
年度に各宇宙機関で行われたシニア・レビュー級の評価委
員会において、大変に良好な評価を得ることができたこと
により、今後さらに1–2年間の衛星運用は、現在の規模を維
持して継続することが可能となっている。平成26年度より

「FocusedMode」運用が開始されることになったため、今年度
はその試行を平成26年1月に実施している。

１. 「ひので」衛星：搭載望遠鏡と科学運用

　SOTは、吸収線の偏光観測によって太陽光球面の磁場ベク

トルを得る望遠鏡である。有効口径50 cmの回折限界（空間
分解能0.2－0.3秒角）での観測を、シーイングの影響なく連
続的に行うことができる。SOTの焦点面検出装置には3種類
の光学系／撮像機能が内蔵されており、所期の性能を維持し
ている。当初視野の一部に画像の乱れが見つかった「狭帯域
フィルタ撮像系」においても、運用の工夫で、視野の健全性
が維持されている。
　X線望遠鏡（XRT）は、軟X線によって太陽コロナ・プラ
ズマを捉える望遠鏡である。斜入射光学系を踏襲して、空間
分解能を改善し、より広い温度範囲の太陽コロナ・プラズマ
が観測できるように波長特性を改善している。また解像度1
秒角に迫る解像度が実現されている。検出器面の汚染による
分光特性の時間変化が較正できるようになり、分光性能を用
いる解析も可能となっている。極紫外受像分光装置（EIS）は、
極端紫外線の輝線の分光観測によって、彩層・遷移層・コロ
ナ・プラズマの温度・密度および速度を得る装置である。ス
リットとスロットを動かすことで多波長での分光と撮像を実
現する装置であり、光球とコロナの中間に位置する彩層、遷
移層からコロナに到る観測により、光球で発生したエネル
ギーがコロナで散逸するまでに、いかに伝達されているかを
探ることを目的としている。
　3望遠鏡の観測運用とデータ取得のためにミッションデー
タプロセッサー（MDP）が搭載されている。「ひので」衛星の
科学目的を遂行するためには、3望遠鏡による協調観測が重
要であり、それらを統括するMDPの役割が重要である。特
にXRTは、露光時間調整・観測領域選択・フレア検出機構な
どの機能をMDPが担っており、望遠鏡との密接な連携が必
須である。

「ひので」衛星のデータは、鹿児島局（USC）とともに、ESA
との協力によるノルウェイのSvalsat局を中心にしてダウン
リンクが行われ、全周回にわたるデータ取得が可能である。
平成25年度もS帯によるデータ受信で科学運用を行っている。
ESA・NASAの協力を得て、S帯受信回数の増加が図られ、安
定した定常科学観測を継続することができている。
　得られたデータは、ISAS/JAXAに集結し、FITS化され、生
データに近い形の「Level-0」データとして、世界の研究者
に供されることになっている。平成25年度、衛星運用にひの
で科学プロジェクト所属の職員・学生が携わった延べ日数は
243日（このうち業務委託にるものは70日）であり、ひので
科学プロジェクトの科学運用への貢献率は、27.8 %（対国内）、
16.8 %（対全体）である。平成19年5月27日よりスタートした

「ひので」取得全データの即時公開は、その後もひので科学セ
ンター（HSC）を通じて、継続的かつ安定して実施されている。
　他衛星や地上観測装置との共同観測提案を奨励する「Call 
for Proposal」は「HOP（Hinode Opera-tion Proposal）」と名づ
けられ、世界の太陽観測研究者との共同観測を推進すること

9.　ひので科学プロジェクト
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に貢献している。平成26年3月までのHOP申請数は延べ254
提案に上っている。特に、各科学機器チームメンバーを発案
者とするコアHOPは、複数回の実施により洗練され、系統的
な観測を行うことにより、太陽活動周期に敷衍できる大きな
成果を挙げている。

2. 「ひので」衛星データ解析

　国立天文台における「Hinode Science Center（HSC）」（英語
名）は、「ひので」衛星データの科学解析における中枢機関
内に、解析環境・データベース等を構築し、研究拠点として
機能させることを目的としている。国内外の研究者へ「ひの
で」観測データ解析環境を提供し、「ひので」衛星による科
学的成果を最大化すること、また、解析を施したデータを配
布したり、データ検索システムを構築したりすることにより、

「ひので」観測データへのアクセスを容易にし、国内外の研究
者との共同研究を活発化させることを主眼としている。
　さらに、E/POを目的として、太陽研究と日々の生活の関連
性を最新の観測データに基づいて知ってもらい、一般の人々
に太陽研究の重要性を認知してもらうことも、HSCの活動の
視野に入れている。プレスリリース・Webリリース、またTV
番組・雑誌への出演・取材・資料提供等を通じて、科学成果
の公開を図っている。
　平成25年度にプロジェクト所属の職員・学生が出版した

「ひので」に関する査読付論文数は18編であり、平成26年3月
末の時点で、延べ数として227編となる。ちなみに「ひので」
に関する全査読付論文数は725編であり、飛翔後7年半の時点
においても依然として、1年あたり査読つき論文約100編の生
産ペースが維持されていることになる。

3. Solar-C計画の検討

　サブプロジェクトであったSolar-C検討室（長：原）は、平
成25年4月にSolar-C準備室（Aプロジェクト、室長：原）と
して発足した。その活動報告の詳細は、同プロジェクトの項
を参照いただきたい。

4. その他の活動

　平成25年度はプロジェクトに所属する研究員として4名
（特任助教1名、特任研究員1名、研究員1名、学振特別研究員

1名）が在籍した。
　科学衛星「ひので」による太陽物理学関連分野の研究を推
進するため、国内外の太陽関連の研究者に向け、「ひので」科
学会議を継続的に開催している。平成25年度は、京都大学理
学部飛騨天文台と協力して、11月12－15日に岐阜県高山市に
おいて、第7回会議を共同主催している。
　上記以外にも、ひので科学プロジェクトの研究教育職員は、
多くの太陽関係の国際シンポジウムに招待され、あるいは参

加をして、科学観測の成果に関する講演を行っている。また
外国人研究者を受け入れて共同研究も推進している。平成25
年度にプロジェクトに来訪した長期（1ヵ月以上）滞在者（外
国人）を表に示す。

表1. 長期滞在者

氏名 所属（国）
Priest, Eric St. Andrews 大（連合王国）
Lites, Bruce 高高度研究所（米合衆国）
Cameron, Robert Max Planck 太陽圏研究所（ドイツ）
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10.　重力波プロジェクト推進室

1. 研究

（1）KAGRAの開発

1）はじめに
　重力波プロジェクト推進室の活動は、KAGRA（かぐら）
プロジェクトの実現に主眼を置いている。KAGRAは3 kmの
L字型をしたレーザー干渉計型力波検出器であり、現在、岐
阜県の神岡鉱山で建設が進められている。平成25（2013）年
度末にはプロジェクトにおいて重要なマイルストーンとなる
検出器を設置するトンネルと空洞の掘削が完了した（図1参
照）。これと並行して、真空容器および冷却装置の大部分が
建設され、これらの設置作業は平成26（2014）年度における
主要な活動のひとつである。平成27（2015）年度の主要マイ
ルストーンは、KAGRAの建設および短い観測運転である。
　国立天文台の主な活動は、防振系・補助光学系・ミラー特
性評価のための構成部品の設計、プロトタイプ製作、試験で
ある。重力波プロジェクト推進室はシステムスエンジニアリ
ングオフィスおよびエグゼクティブオフィスを通じてプロ
ジェクトマネジメントにも携わっている。また、我々は、プ
ロジェクトの安全管理、広報、成果発表の管理においても重
要な貢献をしている。

2）防振系
　防振系はKAGRAの成功のカギとなる重要なシステムであ
る。防振系には観測帯域において地面振動雑音を減衰させ、
低周波数ではミラーの速度を低減させる役割がある。防振系
は、プレアイソレーター、GAS（Geometric Anti-Spring）フィ
ルター、そしてミラーおよびその懸架と制御に必要なすべて
の構成部品を含むいわゆるペイロードと呼ばれる部分から構
成されている。
　平成25（2013）年度は旧20 m実験室にてペイロードのプ

ロトタイプの組み立てと試験が行われた。KAGRA防振系の
ひとつが TAMAでその試験を開始した。TAMAの真空槽の
ひとつを囲うフレームの建設とその試験がこの目的のため行
われた。プレアイソレータ―のプロトタイプもTAMAへ移
送され、そのインストール作業も間もなく始まる予定である。
これと並行して，複数あるフィルターのうちのひとつである
ボトムフィルターのプロトタイプが，先端技術センターとの
効果的な共同作業によって無事に完成した。

3）補助光学系
　補助光学系（AOS）は、迷光を軽減させるためのバッフル
やビームダンプ、BRT（beam reducing telescope）、干渉計ミ
ラー位置を測定するための高品質ビューポートおよび光ロー
カルセンサー（光てこ）を含む数種類の光学部品で構成され
ている。
　設計された光学バッフルシステムを腕共振器内に設置した
際の散乱光雑音を推定する光学シミュレーションが完了し、
その性能はKAGRAの要求を満たすと判断された。大型バッ
フルのひとつ（直径400 mm）は冷却装置（20ケルビン）に格
納される予定だが、そのバッフルの支持構造の検討が行われ
た。平成26（2014）年内に3キロのアームに沿って設置される
予定のアームダクト用バッフル250個は、予定通り神岡にす
べて納入された。BRTは腕共振器を構成するサファイアミ
ラーの傾きを検知するもので、干渉計運用の長期安定性に不
可欠である。BRTの概念設計が現在進められている。

4）ミラー開発
　現在、KAGRAの光学系用コーティングの開発が進められ
ている。最新のコーティングによる散乱損失は8 ppm程度と
小さい。この値は世界最高レベルのたった2倍である。この
コーティングの損傷許容パワーは446 J/cm2にも達する。我々
の知る限り、これは1064 nmのレーザー波長で史上最高の値
である。プリモードクリーナー用ミラーはKAGRAプロジェ
クトに納入され、間もなく試験が行われる予定である。

（2）データ解析および理論

1）データ解析準備
　承認された科研費（新学術領域研究）に基づく「重力波天
体の多様な観測による宇宙物理学の新展開」が現在進められ
ている。多様な観測とは、赤外光、ニュートリノ、ガンマ
線の各検出器を使った共同観測を意味する。本グループは、 
KAGRA検出器ノイズを調査し、検出器の誤検出率を低減さ
せることを目指している。

図1. KAGRAトンネルのひとつ．KAGRAトンネルの掘削は2013年度
に完了した．
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2）一般相対性理論の理論的研究
　一般相対性理論的高次摂動論は、宇宙論、ブラックホール、
重力波などに広範な応用を持つ。これらの多くの応用にもか
かわらず、一般相対性理論的摂動における「ゲージ問題」は
注意を要する問題となっている。そのため、一般相対性理論
的高次ゲージ不変摂動論についてはこれまで一般的な観点か
ら議論をしてきた。平成25（2013）年には、中村康二研究員
によって開発された一般的な枠組みが任意の時空上での摂動
に適用可能であることを示す論文が出版された。

（3）研究開発

1）KAGRAアップグレードのための研究開発
　高性能大型レーザー干渉計とその運用を支える各種装置を
備えたTAMA300は、次世代重力波検出器の研究開発にとっ
て世界でもユニークな施設である。なかでも、10 mと300 m
の長い光共振器は特に重要な存在である。これらを最大限に
活用するため、フィルター共振器実験が計画されている。本
実験の鍵となる部品は、高品質（超低損失）ミラーである。
このミラーは、前項で述べられている日本のシグマ光機株式
会社との協力によってここ数年の間に開発されたものであり、
現在さらに詳細な研究が行われている。真空中のスクイー
ズド光を用いたフィルター共振器がKAGRAに導入されれば、
連星中性子星の合体やブラックホール連星合体からの重力波
の検出頻度は10倍に増加すると考えられる。これと並行して、
低損失ミラーのための結晶性コーティングを開発する研究計
画に対して科研費が承認された。

2）DECIGO/DPF
　小型科学衛星シリーズに関する JAXAの方針転換に伴い、 
DECIGO/DPF に関する計画の見直しが行われた。ミッショ
ンの主要目標にわずかな変更があり、DPFの主要目標は地
球物理学的な目的のための重力計というよりも、ドラッ
グフリー飛行、宇宙空間での安定化レーザー光源の実現、
DECIGOの前哨衛星としての宇宙空間における干渉計変位セ
ンサーの動作，といったいくつかの重要技術の試験を行うこ
とになった。これらの変更を盛り込んだ、DPFに関する提案
を JAXAに提出した。
　国立天文台では、DPF向け干渉計センサーの開発を行って
いる。平成25（2013）年度は、電磁石と永久磁石を使ってい
くつかの自由度で自由落下する試験質量をシミュレートでき
るテストベンチが完成した。我々の評価によると、干渉計テ
ストマスでの主な力のノイズは残存ガスによるものである。
有限要素解析によって、このノイズを減少させることのでき
るテストマスを覆うハウジングを設計した。

2. 教育

　重力波プロジェクト推進室は、総研大で一般相対性理論お

よび重力波に関する教育を行い、法政大学では「流体力学及
び集団運動モデル」に関する教育を行った。重力波プロジェ
クト推進室は、天文学に関する総研大アジア冬の学校におい
て、重力波研究に関する講義とTAMA施設の見学を実施した。
多くの学生がTAMA施設の見学を行っており、平成25（2013）年
度は大学生173人、高校生181人の見学者を受け入れた。
　総研大からの大学院生1名およびお茶の水女子大学の大学生1
名が重力波プロジェクト推進室で研究プロジェクトを行った。重
力波プロジェクト推進室は、海外諸国全般、特にアジアの国々か
ら多くの学生に来てもらうためのインターンシッププログラ
ムを開始することを国立天文台に推奨している。

3. 出版、発表、ワークショップ準備

　推進室メンバーが著者に加わった、国際的な雑誌に掲載さ
れた論文の数は12であり、国際会議での発表は13回であった。
日本国内で行われた会議では、59の発表が行われた。
　平成25（2013）年度は、平成26（2014）年6月20日・21日に
国立天文台で開催予定の第6回韓国-日本ワークショップの
企画を開始した。また、平成26（2014）年5月に高山で開催予
定の先端重力波検出器ワークショップの企画も行っている。

4. 広報

　重力波プロジェクト推進室は、重力波研究を特集した国立
天文台ニュースの特別号（平成25（2013）年3月発行）に寄
稿した。また、10月の国立天文台の公開日にはTAMA施設を
一般に公開した。文部科学省、米国の宇宙望遠鏡科学研究所

（STScI）、イタリア大使館の職員によるTAMA施設の見学も
行われた。
　KAGRAトンネルの掘削完了時には、東京大学宇宙線研究
所（ICRR）と大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研
究機構（KEK）と合同でプレスリリースが行われた。

5. 産業界との連携

　日本企業数社との協力により、超高品質光学素子のための
技術開発を支援している。特に、シグマ光機との共同研究を
行った。シグマ光機は光学基板の研磨技術やコーティング品
質の向上を目指している。国立天文台のミラーグループは、
コーティング品質の評価を行い、評価結果は製造プロセスへ
とフィードバックされている。

6. 人事

　平成25（2013）年度初めには、プロジェクトには併任准教
授1名、助教5名（うち2名は東大宇宙線研究所へ出向）、技術
系職員3名、事務員2名（JASMINEプロジェクトを兼務）、研
究員1名、学生2名を含む計12名が所属していた。年度中、教
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11.　TMT 推進室

　TMT推進室は、日本、米国、カナダ、中国、インドの5ヵ
国の協力で建設を予定している口径30 mの超大型望遠鏡計画
を進めている。平成25年度は望遠鏡主鏡を構成する分割鏡の
量産などに着手し、平成26年度からの本格建設開始に向けた
準備を進めた。推進室の体制強化を図り、年度末には専任の
教授4名、准教授3名、主任研究技師1名、特任専門員1名、専
門研究職員2名、研究支援員1名、プロジェクト研究員1名、事
務支援員2名を擁し、加えて併任の准教授3名、助教3名の体制
で活動した。

1. TMT計画を巡る国内外状況の進展

　国立天文台TMT推進室は、平成19年より四半期ごとにパ
サデナで開催されるTMTボード会議や科学諮問委員会、外
部評価委員会等に参加し，国際協力の具体化の協議を続けて
きた。大型学術計画の評価支援のため、日本学術会議との協
力で作成したマイルストーンを文部科学省学術審議会におい
てロードマップとしてとりまとめる作業が進められ、平成
24年度には国立天文台のTMT計画参加が大規模学術フロン
ティア促進事業として新規に承認された。これを受けて、主
鏡材の調達が平成24年度補正予算で、またTMT建設に関わ
る施設整備費が平成25年度予算で措置され、望遠鏡構造の基
本設計、鏡材研磨などが本格化した。他国に先駆けてTMT
建設に日本が正式に取り組み始めたことにより、国際プロ
ジェクトでのリーダーシップを発揮している。
　平成25年7月には、ハワイで開催されたボード会議にお
いてTMT主協定書に参加6機関の科学責任者が署名を行っ
た。関連して必要となるTMT国際天文台設立に関する合意
書、寄与合意書等の成文化についてはHogan Lovells国際法律
事務所の起案を受けて協議を重ねた。日本の予算執行の枠組
みとの整合性や権利義務関係の明確化の中、必要な改訂につ
いても交渉を重ね、平成26年3月には全合意書の作成・協議
が完了した。インドとカナダの財政責任者の署名は少し遅れ
る見込みだが、日本と中国、およびカリフォルニア工科大学、
カリフォルニア大学は正式署名に進むことになり、署名が整
い次第TMT国際天文台を設立し、正式な建設許可を待って、
建設開始を宣言する準備が整った。

2. 研究会や講演会活動

　TMTによる科学研究を検討する国際的なワークショップ
を10月に東京で開催した。7月にハワイで開催されたTMT
サイエンスフォーラムにも日本から多数参加した。国内で
は、3月に開催された日本天文学会春季年会でTMT特別セッ
ションを開催した。TMT推進小委員会などを通じてコミュ
ニティからの意見を反映する取り組みを継続的に進めている。
TMT計画、特に日本の役割分担や推進状況を紹介するTMT
推進室ホームページを一新し、情報発信を充実した。TMT
ニュースレター37号から39号までを配信した。日本語や英文
パンフレットを制作するとともに、全国各地での講演の実施
や自然科学研究機構シンポジウムや大学共同利用機関シンポ
ジウム等での展示などを通じて、広報普及に努めた。TMT計
画への寄付を継続的に募り、3月には第1期（平成25（2013）年
3月まで）の寄付者（6法人および1583人）銘板を制作し、ハ
ワイ観測所にて掲示した。一昨年結成されたクラブTMTと
連携し、全国の科学館・プラネタリウムでのTMT紹介番組の
上映や講演で協力を得た。市民向けの講演や出前授業を約50
件実施した。

3. 日本が分担する望遠鏡本体構造および主鏡製作、観
測装置開発の推進

　TMTの建設においては、日本は望遠鏡本体構造および主鏡
の製作と観測装置製作の一部を担う予定である。

図1. 国立天文台長をはじめとする5ヵ国・6機関の科学責任者による
TMT主協定書への署名（2013年7月）．

授1名と研究員2名が加わった。計3名の研究員のうち1名は、
2月末に他の職を得てプロジェクトを離れ、1名は3月末で任
期満了となった。宇宙線研究所に出向していた助教2名のう

ち1名は出向期間を終え、防振実験を指揮するため国立天文
台に戻った。
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　主鏡については、分割鏡材のすべてを提供する予定であり、
平成25年度には最初の60枚の製作を実施した。また、分割鏡
研磨の一部も日本が担当予定で、最初の12枚の非球面研削も
行った。来年度以降の非球面研磨に向けて、量産工程の確立
に向けた開発と技術実証を行った。
　TMTの望遠鏡本体は、従来の大型望遠鏡を拡張するのに比
べて格段に軽量化を図りつつ、より高い追尾精度を達成する
必要がある。これに向け、望遠鏡本体構造の基本設計の最適
化、現地組み立て作業内容および工程の検討、1000年に1度の
規模の地震に耐えるための免震対策機構の検討、観測装置等
との機械インターフェースの検討をはじめとする基本設計を

行った。その結果、11月に実施された基本設計の国際審査に
合格し、平成26年度以降の詳細設計に向けた準備が整った。
　TMTの観測開始時に搭載が予定されている3つの第一期観
測装置のうち、近赤外撮像分光装置 IRIS撮像系の製作を日
本が分担予定である。平成25年度には、30  nmの波面誤差お
よび30マイクロ秒角の精度の相対アストロメトリを達成する
ため必要となる、光学素子、光学素子支持機構、冷却駆動
系、振動対策のプロトタイプ製作を行った。広視野可視分光
器WFOS/MOBIEのカメラ系等を日本が分担する方向で検討
が進められており、その概念設計を進めた。

図2. 基本設計を進めた望遠鏡本体構造．

図3. 量産が進んだ主鏡材．
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1. JASMINE（赤外線位置天文観測衛星）計画の検討、開発
 
（1）概要
　JASMINEミッションは、銀河系バルジのほぼ全領域の方
向（銀河系中心の周りの20°×10°）をサーベイし、その方向
に対して我々から約10 kpc以内にある星々の距離や横断速度
を高い信頼度で求めるために、10万分の1秒角（10 μ秒角）と
いう高精度で星の年周視差、固有運動、天球上での位置を近
赤外線（Kw-バンド：1.5～2.5ミクロン）で測定する。高精度

（距離を正確に求めるのに必要とされる年周視差の相対誤差
が10 %以内）で測定できるバルジの星が約100万個にものぼ
る。銀河系の“核心”をつくバルジの位置天文サーベイ観測
は、観測データを使っての重力を担う物質の位相空間分布構
築による銀河系バルジの構造や構造の形成原因の解明、バル
ジ内での星形成史、およびそれらと密接に関わる巨大ブラッ
クホールとバルジとの共進化の解明に対して、大きな科学的
成果が期待できる。
　上記の中型科学衛星に相当する JASMINE計画の実現前に、
段階的な科学的成果の進展と技術的知識や経験の蓄積のた
めに2つの計画（超小型、小型）を先行的に進めている。先
ず、JASMINEの一部技術実証や近傍の明るい星の位置天文
情報をもとに科学的成果を出すことを目的とする超小型衛星
を用いたNano-JASMINE（主鏡口径5 cm級）計画を進行中で
ある。小口径ながらヒッパルコス衛星と同等の精度の観測を
行う計画であり、Nano-JASMINEの観測データとヒッパルコ
スカタログとの組み合わせにより、ヒッパルコスカタログよ
り固有運動、年周視差の精度向上が期待されている。2015年
後半に打ち上げられる予定である。さらに、2019年度頃の打
ち上げを目指して、小型 JASMINE（主鏡口径30 cm級）を打
上げる計画を進めている。銀河系中心付近のバルジの限られ
た領域方向およびいくつかの特定天体方向のみを観測し、先
駆的な科学成果を早期に達成することを目標とする。（中型）
JASMINE（主口径は、80 cm程度）は、バルジ全域のサーベ
イを目的とするが、打ち上げは2020年代を目標とする。国際
的には、ESAは可視光で全天の10 μ秒角精度での観測（Gaia
計画）を、日本は銀河系中心方向の観測に有利な赤外線によ
りバルジの観測を行うという役割分担を担っている。

（2）平成25年度の主な進捗状況

1）検討室の体制
　JASMINE検討室の体制は、常任4名、併任7名、研究員2名、
研究支援員1名、技術支援員1名、大学院生3名であった。その
他、国立天文台重力波プロジェクト推進室、京都大学大学院
理学研究科、JAXAシステムズエンジニアリング（SE）推進
室・研究開発本部・宇宙科学研究所、東京大学工学部、東京

海洋大学、筑波大学などのメンバーにも多大な協力をいただ
いている。

2）Nano-JASMINE計画の進捗状況
　日本での初めてのスペースアストロメトリの実行、今後の
JASMINE計画が行うオンボードでのデータ取得等の技術的
経験の蓄積、太陽系近傍での力学構造、星の運動をもとにし
た星形成研究などの科学的成果を目的として、超小型衛星を
用いて実際のスペースで観測を行うのがNano-JASMINE計画
である。
　打ち上げに関しては、ウクライナのロケット開発会社であ
るユジノエ社が開発したサイクロン -4ロケットを用いて、ア
ルカンタラサイクロンスペース社がオペレートするブラジル
の発射場から打ち上げられる予定である。ブラジルの射場で
あるアルカンタラスペースセンターの建設の遅れから打ち上
げが延期されているが、現時点では、2015年後半の打ち上げ
予定となっている。ただ、打ち上げロケットはすでに準備さ
れており、ロケット側と衛星側とのインターフェース調整は
引き続き進んだ。Nano-JASMINE衛星の開発に関しては、実
際に打ち上げる衛星となるフライトモデル（FM）の組み立て
は23年度には完成しているが、打ち上げ延期による時間的余
裕を活用してFMの追加試験を行い、より万全を期した。ま
た、衛星の維持管理にも努めた。さらに、衛星運用のための
地上通信局の準備も引き続き進めるとともに、実際を模擬し
た、第2回目の運用訓練を1ヵ月間行い、問題点の洗い出しと
改善を行った。
　観測の生データから位置天文情報を必要な精度で求めるた
めに必要なアルゴリズム、ソフトの開発も順調に進めた。さ
らに、Nano-JASMINEとの観測手法や解析方法が同等なGaia
のデータ解析チームとの国際協力を引き続き順調に進めた。
また、Nano-JASMINEによる科学的成果を検討する国内ワー
キンググループ（代表：西 亮一（新潟大））の活動も引き続
き行われた。

3）小型 JASMINE計画の検討・開発全般
　小型 JASMINE計画は、主鏡口径30 cmクラスの3枚鏡光学
系の望遠鏡を用いて赤外線（Hwバンド：1.1~1.7 μm）で位置
天文観測を行い、バルジ領域内の銀河系中心付近の数平方度
の領域方向、およびいくつかの興味ある特定天体方向に対し
て、年周視差を10 μ~70 μ秒角、固有運動（天球上を横切る角
速度）を10~70 μ秒角 /年の精度で測定し、この領域の星の位
置と運動のカタログを作ることを目的とする。Gaiaと違って、
ダストによる吸収効果が弱い近赤外線で観測を行うこと、さ
らに同一天体を高頻度で観測できる点にユニークな特徴があ
る。これにより、銀河系バルジの構造・形成史をはじめとし、
銀河中心巨大ブラックホールと銀河バルジとの共進化、X線

12.　JASMINE 検討室
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連星の軌道要素解明、恒星の物理、星形成、惑星系などの天
文学や重力レンズ効果などの基礎物理の画期的な進展に寄与
できる。地上から観測されるバルジ星の視線速度や化学組成
のデータと合わせることで、より意義のあるカタログとする
ことが可能である。なお、小型 JASMINEは、衛星システムに
関する概念検討、概念設計や小型 JASMINE衛星にとって重
要な検討要素となる熱構造、姿勢制御、軌道などのサブシス
テムに関する詳細な検討をエンジニアの方達（JAXAシステ
ムズエンジニアリング（SE）推進室、研究開発本部、宇宙科
学研究所）10名程度にもご協力していただき、平成20（2008）
年11月から集中検討を行っている。
　こうした背景のもと、JAXA宇宙研での小型科学衛星ミッ
ション公募（平成25年度にイプシロン搭載宇宙科学ミッショ
ンと名称や公募条件が変更された）へのミッション提案を目
指して、衛星全体として目標の位置天文測定精度を達成でき
るかどうかの衛星システム設計検討を21年度以降インハウス
検討およびメーカー委託により行ってきた。平成25年度も概
念検討・設計、技術実証、国際的なプロジェクト連携、多岐

分野に渡る国内コミュニティ有志から構成されるサイエンス
ワーキンググループ（代表：梅村雅之（筑波大））によるサイ
エンス検討を進めた。検討が進み、ミッション提案ができる
準備が整った。そして、宇宙研によるミッション公募が、平
成25年12月28日にオープンとなり、平成26年2月にミッショ
ン提案を行った。
　また、銀河系バルジの解明を目指し、バルジの星の視線速
度や元素組成を得るため地上で高分散分光観測を行っている
海外の複数のグループとも国際連携をとっている。特に、米
国のAPOGEE計画のPIであるS.Majewski（バージニア大学）
より、APOGEEの継続的発展として、バルジ観測に適した南
天の望遠鏡にAPOGEEと同じ高分散分光器を取り付け、バル
ジ観測を行うAPOGEE-2計画を共同でプロポーザルを出すこ
とを提案され、その結果、共同プロポーザルの提出を行って
いる。さらに、国際連携を強め銀河系バルジに関する科学目
標を達成させるための覚書（MOU）をAPOGEE-2チームおよ
び SDSS-IV Collaboration と小型 JASMINE との間で正式に取
り交わした。

13.　太陽系外惑星探査プロジェクト室

　太陽系外惑星探査プロジェクト室は、国立天文台を中心と
して諸大学の系外惑星科学に興味をもつ研究者と協力し、系
外惑星とその形成の観測のための総合的技術開発を推進し、
および、関連する系外惑星観測を組織する。観測装置開発、
研究推進、ミッションの検討、共通する基盤技術のR&Dな
どを行っている。また、このプロジェクト室を主体とする系
外惑星に関する国際協力も推進している。具体的には、次の
4つの柱を中心に研究・開発を進めている。

（1）系外惑星直接観測のためのすばる望遠鏡用高コントラス
ト観測装置HiCIAOの開発・保守・運用とそれによる戦
略的観測SEEDSの推進。

（2）地球型系外惑星検出のためのすばる望遠鏡用次期観測装
置（赤外ドップラー装置 IRD）の新規開発とそれによる
観測計画の立案。

（3）地球型惑星直接観測のための観測装置TMT/SEITおよび
ミッションWACOおよび JTPFの技術検討とこれに関す
る国際協力の推進。

（4）南アフリカに設置された IRSF望遠鏡による広視野撮像偏
光観測による星惑星形成・星間物質の研究。

　平成25年度の体制は、本務スタッフ5名、併任スタッフ3名、
本務研究員6名であった。欧文論文（査読あり）は26編、欧
文論文（査読なし）11編、欧文報告（国際会議講演等）39回、
和文論文（査読あり）1編、和文論文（査読なし）3編、和文

報告（学会発表等）は57回であった。

1. 系外惑星研究のためのすばる望遠鏡用次期観測装
置の開発とそれらを用いた観測的研究の推進

（1）HiCIAO（High Contrast Instrument for the Subaru Next 
Generation Adaptive Optics）
　系外惑星、および、その形成の場としての星周円盤を、すば
る8.2  m望遠鏡を用いて「直接観測」するために、コロナグラ
フと同時差分撮像技術（偏光、多波長、角度の各々における差
分）を併用したモジュール型高コントラスト観測装置HiCIAO
の開発を完成させた。平成16年度より設計・製作を始め、平
成21年度には性能試験観測を終え、平成21年10月より第一
回すばる戦略枠プロジェクトSEEDS（Subaru Explorations of 
Exoplanets and Disks）観測を全国の研究者・海外研究者約100
名とともに開始し、現在、順調に観測を進めている。

（2）IRD（Infrared Doppler Instrument）
　M型星などの低質量星のまわりのハビタブル地球型惑星
検出を目指した赤外線ドップラー観測装置 IRDの実現のため
に、約1 m/sの視線速度精度を持つ高精度高分散赤外線分光器
の開発を推進している。予算は平成22-26年度科研費特別推
進研究（代表：田村元秀）に基づく。光学系の製作、天体光・コ
ム光導入のためのファイバー実験、光周波数コム発生実験を
進めた。さらに、M型星のまわりの惑星探査の立案を進めた。
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2. 地球型惑星直接観測のためのスペースミッション
および地上次世代超大型望遠鏡用観測装置の技術検討、
国際協力の推進

（1）WACO（WFIRST-AFTA Coronagraph）およびJTPF （Japanese 
Terrestrial Planet Finder）
　地球型惑星やスーパーアースなどの低質量惑星を直接撮像
により観測し、そこに生命の兆候を探ることをサイエンスド
ライバーとするミッション計画である。WACOの基礎実験
を進める母体としてWACO WGが設立された。また、共同研
究者とともに JPLのテストベッドでの性能実証を継続して進
めた。

（2）SEIT（Second Earth Imager for TMT）
　口径30 m地上次世代超大型望遠鏡TMTによる地球型惑星
検出を実現するための新しい観測装置SEITの検討を技術面
と科学面の両方で継続して進めた。SEITの観測方式の実証
光学系を構築し、実証実験を進めた。

3. 研究活動・教育活動・啓蒙活動

　系外惑星およびその形成現場である円盤、さらに、関連す

る浮遊惑星、褐色矮星、星惑星形成・恒星の研究を推進し、合
計26編の科学的査読論文を出版した。とりわけ、すばる望遠
鏡による太陽系外惑星および円盤探査プロジェクトSEEDS
からは、8編の論文が出版された。特筆すべき結果としては、
HiCIAOによる最初の確実な太陽型星の惑星GJ 504bの直接
撮像による発見（第二の木星の撮像に成功、図1）とその多
色撮像、同じくHiCIAOによる原始惑星系円盤の高解像度観
測による微細構造の解明（SR21、RY Tau、Sz 91）がある。そ
のほか、SEEDSによる、プレアデス星団の惑星探査、赤外線
トランジット観測による惑星大気の研究、UKIDSS/VVVプ
ロジェクトによる褐色矮星・星形成研究を推進した。すばる
戦略枠観測SEEDSは今年度も順調に行われた。理論的研究、
ドップラー法による研究推進も行われている。
　系外惑星研究や関連する研究・開発を進める院生12名の研
究指導を行った。系外惑星、円盤、一般天文学に関する一般
向け講演・出版・プレスリリースを多数行った。

図1. 太陽型恒星GJ 504を周回する系外惑星のHiCIAOによる発見画
像（右上の点状天体）．わずか3–5木星質量の惑星で，過去の直接観
測された惑星の中でも質量の不定性が少ないと考えられる．左下は
明るさを抑制された主星とその位置を示す十字．
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14.　RISE 月惑星探査検討室

1. 月探査機かぐや（SELENE）のデータ公開と月の研究

（1）かぐやデータの一般公開
　RISE月探査プロジェクトでは、地形、フリーエア重力場に
加えて、加工データであるブーゲ重力異常、地殻厚さのデー
タを、国立天文台のホームページから、平成22（2010）年7月
から公開した。重力場、地形データは、更新を随時行ってい
る。データ公開のホームページアドレスを以下に示す。

（日本語）http://www.miz.nao.ac.jp/rise-pub/
（英語）http://www.miz.nao.ac.jp/rise-pub/en

（2）月内部構造の研究
　月の内部構造と組成は月の起源と進化を考える上で重要な
手掛かりと制約を与え、これまでも、アポロの地震観測網の
データや、重力場、潮汐ラブ数、回転変動のデータを用いた
月の内部構造の推定が行われてきた。GRAILデータによっ
て潮汐ラブ数k2の精度がさらに向上したことを受けて、質量、
慣性モーメント、潮汐ラブ数h2とk2等の測地学的データと、
月震のP波とS波の走時データを用いて月の内部構造を改め
て推定した。
　マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）法を用いて、クラス
ト、上部マントル、中間マントル、下部マントル、およびコ
アから成る5層モデルを仮定して解くと、コア半径はかぐや
の磁場観測からの制約条件よりもおおきく求まった。この原
因について、コア－マントル境界付近に低速度層が存在する
可能性を含めて検討中である。

2. 将来月惑星探査計画の推進

（1）VLBI観測による月重力高精度観測の検討と要素技術の開発
　米国の月探査機GRAILによって月重力場モデルが大幅に
改善されたことを受けて、SELENE-2で計画していたVLBIに
よる月の重力場モデルの高精度化の科学目標の見直しを行う
必要があり、これまでの研究成果のまとめを行った。①月着
陸機搭載用電波源の設計と省電力化に関する検討、②VLBI
観測精度の見積もり、③月重力場推定精度の見積もり、④月
面温度環境に耐性をもつ耐熱アンテナの設計と電気特性解析、
の4項目について論文にまとめた。また、これと平行して、将
来の月惑星探査への要素技術開発という観点で以下の検討や
開発を行った。

i）アンテナの耐熱性の検討
　前年度に引き続き、月面温度環境下（−200 °C ~ +120 °C）で
仕様を満たすアンテナを開発しているが、アンテナの基板の
材料となるマコール材（誘電体）の電気特性の1つである比誘
電率の温度依存性を、月面環境（−200度から+120度の温度範

囲）を模擬した熱真空試験で調べ、月面温度環境下にて要求
性能を満足することを確認した。

ii）VERA 20 mアンテナのS/X帯の2ビーム化に関する検討
　SELENE-2における周回衛星と着陸機の相対VLBI観測では、
これまでS帯での同一ビームVLBI観測を主たる観測手法と
して検討していたが、より精度の良いS/X帯の2ビームVLBI
観測を実現すべく、科研費 基盤A（探査機VLBI観測による
月惑星内部構造の研究：金属核の大きさ・状態と起源）に
よる検討を、前年度に引き続き、水沢VLBI観測所と共同で
行った。
　アンテナの方式はVivaldi（ヴィバルディ）型を候補とし、
電磁解析ソフトウェアを用いたアンテナ素子の設計を行い、
アンテナの形状の最適化によって、所望の性能を実現できる
ことを計算機シミュレーションによって確認した。この設計
をもとにまず1素子を試作し、性能評価を行った後、多素子を
製作し、フェーズドアレイアンテナとして組み込み、所期の
性能をほぼ達成できることを確認した。

（2）月レーザ測距のための開発実験と月内部構造の研究
　アメリカのアポロ計画、ソ連の月探査計画により月面に設
置されたレーザ逆反射板に、地球上の望遠鏡からレーザを送
信して反射された光子を受光することにより、月と地球の間
の距離を正確に測定して、月の回転変動を調べることができる。
　反射板が月面の南半球にないこと、秤動により反射板アレ
イの両端の間で時間差が生じるため、月内部のエネルギー消
散過程に関係する微小変動を求めるには精度がこれまで不十
分であった。SELENE-2では、既存の反射板から離れた南半
球に新たな単一型の反射鏡を設定して、月回転変動を高精度
に測定することを提案している。
　平成25年度は、下記の項目について重点的に検討を行った。

i）逆反射鏡の検討
　着陸機に搭載するための月レーザ測距用反射板を作成する
ために、鏡材の選定と形成方法の検討を行った。鏡材につい
ては、月面環境を模擬した熱構造解析と光学解析でシミュ
レーションを行った結果、単結晶シリコンを最適として選定
した。宇宙環境での耐性についても熱真空試験で問題ないこ
とを確認した。
　形成方法については、三面貼り合わせ法と一体加工の検討
を行った。三面貼り合わせ法を採用する場合は、接着時の変
形が小さく接着後も安定であることが重要であるが、有力で
あったオプティカルコンタクトによる接着に、強度を高める
ための800度以上の加熱が必要であることがわかり、その対
策が今後の課題である。一方、一体加工では、IBF（Ion Beam 
Figuring）の利用を目指し、千葉工大、東京理科大と三者協定
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を結んで要素技術開発の準備を行った。

ii）地上局の測距実験
　月レーザ測距の実現を目標に、NICT小金井の衛星レーザ
測距（SLR）システムを月の観測用に改良した装置を用いて、
地球回りの反射鏡を搭載した人工衛星の測距予備実験と、月
の測距実験をNICTと共同で行った。

iii）LLRデータ解析シミュレーション
　総研大の大学院1年生を中心に、月レーザ測距のデータか
ら、月の潮汐変形および回転変動を通した月内部構造の推定
を従来よりも高精度に行うことを目指して、解析ソフトウエ
アの開発を開始した。観測モデルの構築、暦の生成、初期値
とパラメータの推定、という3つの段階の中で、第1段階につ
いて、既存の月惑星暦DE430に対して残差±10 cm未満でのモ
デル化を実現した。

（3）月面天測望遠鏡の開発
　月面にPZT型の小型望遠鏡（ILOM: In situ Lunar Orientation 
Measurement）を設置して、月の回転運動変動を高精度に観測
することにより、月の内部構造を制約する研究を進めている。
月の軌道成分とは独立に測定できるため、この小型望遠鏡に
より月回転の微小変動を検出して、月中心核が融けているか
どうかを解明することができる。
　平成25年度は、これまで改良を重ねてきた望遠鏡の地上観
測用モデル（BBM）を用いて実際に星を観測することを目指
して、実験室での人工光源を用いた総合試験を岩手大学と共
同で行った。平成24年度に開発した振動の影響を受けにくい
水銀皿をBBMに組み込み、人工光源の疑似星像を撮像し、星
像中心位置の変動と、地盤振動、鏡筒の傾斜等との関係を調
べた。

（4）はやぶさ2のレーザ高度計（LIDAR）の開発と小惑星の
形状・重力場の研究
　平成26（2014）年末に打上げ予定の小惑星探査機はやぶさ
2に、小惑星の形状と重力場を推定するためのレーザ高度計
LIDARの開発に、千葉工業大学、会津大学とともに参画して
いる。サイエンスの推進、サイエンスを達成するためのハー
ドウェア試験計画の検討を進めている。重力（天体質量）の
決定、測光のサイエンスへの貢献を行う予定である。
　平成25年度は下記の項目について重点的に検討を行った。

i）実機を用いた測距試験、地上検証機によるハードウェア試
験、受光と送光の比から求まる小惑星表面アルベドの精度見
積もり。

ii）地上のSLR（衛星レーザ測距）装置からLIDARに向けて
レーザ送信するレーザリンク観測計画の詳細化。

ⅲ）クイックルックソフト開発と噛合せ試験での確認。

iv）データ解釈のための小惑星周縁ダストの見積もりの計算。

v）軌道や重力場を推定する自前のソフトウェアについて、
一橋大が中心となって開発しているSLRデータ解析ソフト

（c5++）の小惑星探査用への拡張のための調整。

vi）形状モデル研究会でのLIDARとONC（カメラ）データを
用いた形状推定手法に関する議論。

ⅶ）統合サイエンスWG でのLIDAR以外の観測機器から得ら
れるデータとの統合によるサイエンスに関する議論。

（5）木星系探査計画JUICEのレーザ高度計（GALA）の開発
と木星衛星の内部構造の研究
　平成24年度に提案していた観測機器GALA（ガニメデレー
ザ高度計）が、平成25（2013）年2月20日に正式にESAにより
JUICEミッションの搭載機器に選定されたので、GALA日本
チームの主要メンバーとして活動を正式に開始した。日本は
レーザ高度計のうちの受光部の開発を担当する。また、RISE
月惑星探査検討室の松本氏は日本サイエンスチームの中の重
力・回転変動サブグループのリーダーを務めている。平成25
年度は下記の検討を行った。

i）設計の基となる詳細なレーザ光回線計算（パフォーマンス
モデル）

ii）メーカーに依頼した熱・構造解析の仕様検討と内容確認

3. 教育活動・広報

　総研大の大学院生1名がRISE月惑星探査検討室を希望して
入学し、セミナー等を通して教育を行った。また、会津大学
の大学院コースに5名、岩手大学に2名のRISEメンバーがそ
れぞれ非常勤講師として講義を行った。また、ラボローテー
ションとして、総研大宇宙科学専攻の1年の学生を1名受入れ、
実習を行った。
　かぐや関係の広報活動は継続して行っている。ホームペー
ジの構成を更新して新規情報が定期的に掲載されるようにし
た。アドレスはhttp://www.miz.nao.ac.jp/rise/である。

4. 共同研究、国際協力

　岩手大学工学部とは、月着陸探査機器（LLRおよび ILOM）
の基礎開発で共同研究を行っており、月1回、岩手大学工学
部と国立天文台水沢と交互に会合を開いている。この協力は、
平成22年に更新された、RISE月探査プロジェクトと岩手大
学工学部との「月面探査観測機器の開発研究に関する基本的
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事項についての覚書き」に基づいて行っており、今後も月面
探査観測機器の開発研究を両者が協力して行うことになって
いる。
　かぐや衛星の観測で協力関係にあった、中国の上海天文台
のグループとは、平成21年に更新された「上海天文台と国立
天文台との間の、VLBI共同観測についての覚書」に基づいて、
データ解析と将来計画についての共同研究を継続している。

　月内部構造の理論研究で実績のあるロシア・カザン大学の
グループとの研究協力は、平成22年に更新された、「カザン大
学と国立天文台との間のVLBIと位置天文観測の共同研究の
ための協定書」に基づいて、月回転の新しい理論の構築に向
けた共同研究を行い、将来の両国の月探査計画への協力も模
索した。

　SOLAR-C 準備室では、次期太陽衛星計画 SOLAR-C の計
画策定と観測ロケット実験CLASPの実施という2つの活動を
行っている。

1. SOLAR-C計画

　SOLAR-C計画は、「ひのとり」「ようこう」「ひので」に続
くわが国4番目の太陽観測衛星として2020年はじめ頃に実現
を目指して計画されているもので、これまで実施されていな
い彩層磁場観測と解像度の高い撮像・分光観測を通して、太
陽研究分野の3大問題であり地球周囲の宇宙天気・宇宙気候
に影響を及ぼしている太陽磁気プラズマ活動、（1）太陽面爆
発、（2）彩層・コロナ加熱、（3）太陽磁気周期活動のほか、

（4）磁気リコネクション・MHD衝撃波等の磁気プラズマ過
程、の諸課題の解明に挑むものである。「ひので」衛星の観
測から直接的・間接的に見いだされた「基本となる磁気構造
スケールを解像」し、それらの「磁気構造の運動や相互作用
の可視化」を通して課題に挑む。このために、SOLAR-Cで
は光球からコロナにわたって高い解像度（0.1–0.3秒角）の
画像・偏光・分光観測を人工衛星に搭載した観測装置で実施
する。SOLAR-Cの観測装置は、光球・彩層を観測する口径
1.4  mのSUVIT、彩層からコロナまでを分光観測するEUVST、
そして遷移層・コロナを撮像観測するXITから構成される。
SOLAR-C計画はWGの開始時より日本人研究者以外に多く
の海外研究者の協力を経て準備され、ロケット・衛星部分を
日本が分担し、観測装置を米欧の宇宙機関との大規模な国際
協力によって分担することが想定されている。
　この計画は、ISAS/JAXAの宇宙理学委員会に設置された

「次期太陽観測衛星計画ワーキンググループ」（主査：渡邊・
国立天文台教授）が活動母体であるが、国立天文台の研究者
はその活動の主要部分を担っている。国立天文台においては、
SOLAR-Cの検討を「ひので科学プロジェクト」下のサブプロ
ジェクト室である「SOLAR-C検討室」で平成20年度から開始
し、平成25年度より、「ひので科学プロジェクト」から独立し
たAプロジェクト「SOLAR-C準備室」（本務スタッフ5名、併
任スタッフ・研究員11名）に引き継いで衛星計画実現へ向け

た準備を進めている。

2. CLASP計画

　CLASP計画は、水素のライマンアルファ線輝線の偏光観測
を通して太陽彩層・遷移層磁場の検出を目指している観測ロ
ケット実験計画であり、平成21年度から検討・基礎開発が開
始され、日米をはじめとする国際研究チームでこの計画を進
めている。この偏光観測は、観測装置の一部コンポーネント
の供給を米国（CCDカメラ）とフランス（凹面回折格子）か
ら得て、日本でまとめた口径30  cmの遠紫外線望遠鏡とその
偏光分光装置を米国の観測ロケットに搭載して米国で飛翔実
験を実施する。国内では鹿野・国立天文台助教が日本側PIで
あり、ポスドク・助教等が中心になって設計・装置開発・評
価実験が進行している。

3. 平成25年度の活動

　SOLAR-C計画では、大型の光学望遠鏡や衛星システムの
成立性検討や要素開発を進めながら、ミッション提案書の改
訂に多くの時間を割いている。Hinode-7国際会議の開催前日
にSOLAR-Cの科学会議を平成25（2013）年11月11日に高山で
開催し、143名（うち外国人91名）の参加者があった。
　大型望遠鏡と衛星システムの検討から以下の点が進展した。

（1）太陽光に晒される主鏡の排熱をヒートパイプで行う場合
の検討から、大型望遠鏡の回折限界を達成するための波面誤
差バジェット案を得たこと。（2）望遠鏡直後のコリメータと
して反射系のものがベースラインとなり、その製造に向けた
設計検討が進められたこと。（3）偏光分光装置の回折・偏光
を取り入れたモデルから望遠鏡に対する装置の位置公差と装
置内光学素子の公差配分案を得たこと。（4）偏光観測に必要
な駆動装置の開発が進展したこと。（5）SOLAR-Cのスループッ
ト劣化予測のために調査している「ひので」望遠鏡の劣化状況の
理解が進んだこと。（6）望遠鏡をマウントする光学ベンチの剛性
適合性を確認できたこと。（7）「ひので」を上回る指向安定性能
の実現のための要素技術の検討を進め、新規部分の仕様を明確

15.　SOLAR-C 準備室
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1.概要

　天文データセンターは、基盤システム群の円滑な運用によ
る研究基盤の維持だけでなく、計算機共同利用や研究基盤の
今後の発展を目指した研究や開発も行っている。
　これらのシステムは、DB/DAプロジェクト、ネットワーク
プロジェクト、JVOプロジェクト、Hyper Suprime-Cam用解析
ソフトウェア開発プロジェクト、計算機共同利用業務で構成
されている。

2.成果内容

（1）DB/DAプロジェクト
　DB/DAプロジェクトは、データベースとデータ解析に関
する研究開発、および、天文データの運用（収集・管理・公
開）を行うプロジェクトである。天文カタログ、文献データ
ベース（ADS）、全天画像データ（DSS、DSS2）などの様々
な天文データを公開し、国内外の天文学研究者や教育関係者
の利用に供している（http://dbc.nao.ac.jp/）。
　すばる望遠鏡、岡山天体物理観測所188 cm望遠鏡、東大木
曽観測所105 cmシュミット望遠鏡、東工大MITSuME望遠鏡
群（50 cm 2台）、広島大東広島天文台かなた望遠鏡（150 cm）
のアーカイブデータを公開している SMOKA（http://smoka.
nao.ac.jp/）はその中核であり、多くの研究成果を産み出して
いる。SMOKAで公開している観測データ（環境データ、気
象データなどを除く）は平成26（2014）年5月の時点で、約877
万フレーム、約46 TBであり、SMOKAのデータを用いて生み
出された主要査読論文誌掲載論文は、平成25（2013）年度に
23篇出版され、平成26（2014）年5月現在で総計158篇に達し
ている。平成25（2013）年度は前年度に引き続き、SMOKA
の高度検索機能の開発や運用の効率化のためのシステム改良

を進めた。また、木曽観測所KWFCデータの公開を開始する
とともに、全天モニタ画像（岡山、広島）の公開システムを
開発して運用を始めた。

（2）ネットワークプロジェクト
　天文データセンターは、本部（三鷹キャンパス）や各観測
所におけるネットワークシステムの運用と各地区ネットワー
ク間を接続している広域回線の運用を行っている。平成25年
度の運用ハイライトは、以下の通りである。

1）観測所間ネットワークの高速化：情報通信研究機構 JGN-X
プロジェクトと次世代通信技術の研究開発を目的として、水
沢観測所は、平成25年4月から10ギガビット毎秒（Gbps）の
通信速度に対応した通信回線により、JGN-Xネットワークに
接続された。これにより、水沢と東京間が10 Gbpsを超える
通信速度で接続され、CfCAやVERAプロジェクト、震災復興
支援などに活用されている。

2）CfCAスーパーコンピュータシステム向けシステムの研究
開発：CfCAスーパーコンピュータシステムは、水沢・三鷹に
分散構成されており、分散するシステム間を高効率に伝送す
るコスト対効果の高い40  Gbps高速ルータおよびストレージ
キャッシュ（アクセラレータ）をCfCAと共同で開発し、6月
に発表した「連雀」は、Interop2013東京オープンルーターコ
ンペティションにおいて、富士通賞を受賞した。

3）震災被災地の小中学校への特別授業：本センターでは、被
災地の小中学校を中心に、ハワイ観測所と学校をリアルタイ
ムに結んだ特別授業を3回開催した。これは、国内外の支援
企業および一般社団法人Mozilla Japanと共同で実施した。

16.　天文データセンター

化したこと。（8）システムレベルの試験検証方法の検討を進めた
こと。（9）観測装置より渡されるミッションデータの処理検討を
進め課題を抽出したこと。また、偏光分光装置に想定する近
赤外検出器の評価試験準備を進めた。
　CLASP計画では平成24年度後半から開発が本格化し、平
成25年度中にフライト装置開発費の見通しを得て、平成27年
度夏季に飛翔時期が設定されている。平成25年度は、分子科
学研究所のシンクロトロン光施設での開発素子の測定のほか、
フライト品の設計確認・製造・仮組みを含む一部の検査が実
施された。なお、CLASP関連では、一部のフライト品の製造、
実験に必要な部材の設計・製造において先端技術センターの
寄与が大きい。

4. その他

　主としてCLASPの開発を通して、大学院生、ポスドクが観測
装置開発について貴重な経験を積むことができている。若手
研究者にとって、これはSOLAR-Cをはじめとする今後のス
ペース観測装置の開発へ向けた大きなステップとなっている。
　SOLAR-C準備室運営の基本的な部分や緊急的な対応部分
にかかる経費は国立天文台より充当されているが、計画準備
を支える経費の大部分は、科学研究費や JAXAの戦略的開発
研究費・搭載機器基礎開発実験費、民間財団の研究助成など
の獲得に依っている。
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（3）データベース天文学推進室
　データベース天文学推進室では、データベースを利用した
天文学研究を推進するため、世界中の天文データへのポータ
ルサイトである Japanese Virtual Observatory（JVO; http://jvo.
nao.ac.jp/portal）を開発・運用している。平成25年度は以下の
活動を行った。JVOポータルの利便性向上を目的に画面デザ
インの再設計を行った。ALMAデータの JVOからの配信を
引き続き行った。Webブラウザ上でALMAの画像やスペク
トルデータを表示するWebQLは開発当初に想定していた機
能がほぼ実装され、サービスの公開を行っている。Desktop 
Viewer（Vissage）の開発も ALMA 側担当者により引き続き
行われている。日本天文学会、国際ヴァーチャル天文台連合

（IVOA）会議、Astronomical Data Analysis Softwareand Systems
（ADASS）国際会議に参加し、ALMAデータ配信について発
表を行った。VO講習会を実施した。参加者は8名であった。
JVOでこれまで開発してきたソースコードのリファクタリン
グ作業を進めた。JVOを利用した科学研究を行い、その結果
はThe Astrophysical Journalに掲載された。国立天文台ホーム
ページよりWebリリースも行った。

（4）Hyper Suprime-Cam用解析ソフトウェア開発プロジェクト
　平成21（2009）年1月より開始された本プロジェクトでは、
104枚の科学利用用のCCDを用いたHSCのデータを効率よく、
かつ精度良く解析するために、処理の並列化や分散化、カメ
ラ独自の光学的歪みの補正方法や天体の位置や明るさの較正
方法の検討、および実装などを行っている。
　平成25（2013）年度は、HSCによる試験観測が本格化し、平
成23（2011）年度より開発をしてきた、観測直後にハワイ観
測所山麓施設内で行うオンサイト解析に必要なソフトウェア
を実際の試験観測中に稼働させることを継続的に行った。前
年度までの課題であった、104枚すべてのCCDのデータにつ
いて解析を一通り終了するのに5分ほどかかる点については、
さらなる工夫を行うことで2分半程度にまで削減ができた。
また、その結果の可視化についてもWebブラウザ経由で瞬時
に出来る機能を追加し、観測を実行する上でのサポートツー
ルの構築が進んだ。また、画像処理については、各CCDのリ
ダクションに始まり、モザイキング処理、カタログ作成まで
の一連の作業の流れが一通り出来るようになり、今後、一部
の処理についてより精度を高めたり、新しい測定アルゴリズ
ムを導入する等の方向性を模索しつつある。
　解析処理後のデータを管理するためのデータベースについ
てもほぼ初期の実装は行われ、試験観測データを用いて、当
初の目的とするデータベースの構築についてはほぼ達成され
た。解析ソフトウェアとの結合作業も行い、一通りのデータ
処理手順について、実装がほぼ完了している。今後、より効
率的な検索・運用ができるデータベースへと進化させていく
予定である。

（5）計算機共同利用業務
　大学共同利用機関としての主要業務である各種計算機の共
同利用の中核は、レンタル計算機群が担っている。平成25年
3月1日から運用開始した、レンタル計算機システム「国立天
文台　データ解析・アーカイブ・公開システム」（多波長デー
タ解析サブシステム、大規模データアーカイブ・公開サブシ
ステム（MASTARS、SMOKA、HSC、ALMAアーカイブ等）、
バーチャル天文台サブシステム、太陽データアーカイブ・解
析・公開サブシステム、水沢地区データ解析サブシステム等
から構成）は、現在のところ大きなトラブルもなく、おおむ
ね順調に運用を続けている。引き続き、性能・利便性の向上
や、セキュリティ・管理強化などのシステム改善に取り組む。
　多波長データ解析サブシステムおよび、太陽データアーカ
イブ・解析・公開サブシステムのユーザ数は、平成25年度実
績で、それぞれ175名、171名である。また、多波長データ解
析サブシステムを利用して作成された、査読論文誌への掲載
論文は、平成25年度実績で5編である。
　また、共同利用の一環として実施した、各種講習会（共催
も含む）は以下の通りである。

1. C言語講習会
　平成25（2013）年07月24日（水）－ 26日（金）参加12名
2. 総研大サマースクール：電波観測データ解析実習（解析環
境の提供）
　平成25（2013）年08月12日（月）－ 09月09日（月）参加4名
3. IDL講習会：FITS解析編
　平成25（2013）年09月17日（火）－ 18日（水）参加10名
4. N体シミュレーション小寒の学校
　平成26（2014）年01月15日（水）－ 17日（金）参加18名
5. VO講習会2014睦月
　平成26（2014）年01月27日（月）－ 28日（火）参加8名

（参加者合計：54名）

3.その他

　広報活動として、平成25年度は「ADCからのお知らせ」
をNo.325からNo.385までの61本を発行した。これらは、電子
メールおよびWebによって広報されている。
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１．先端技術センターの組織と活動の概要

　先端技術センターは、国立天文台が進めるプロジェクトの
装置開発を「重点領域開発」として、将来の計画に資する開
発研究を「先端技術開発」として、天文観測装置の開発に取
り組んでいる。平成25年度は重点領域として、ALMA受信
機開発、Hyper Supreme-Cam（HSC）、重力波望遠鏡KAGRA、
TMT観測装置 IRISの開発に取り組んだ。先端技術開発とし
ては、ALMA以後の将来計画を目指した電波受信機の基礎開
発、スペースからの天文観測を目標とした基礎開発などが進
められた。
　外部委員も含めた先端技術専門委員会において、先端技術
センターの天文台プロジェクトへの取り組み、人員計画な
どが議論されている。平成25年度は、主としてTMT計画へ
の取り組みについて集中的に議論が行われた。日常的なセン
ターの運営は、先端技術運営委員会での議論に基づき行われ
ている。将来計画の立案に向けた戦略的開発経費要求、エン
ジニアの要求、TMTプロジェクトとの連携、および先端技術
センター内でのプロジェクト進捗報告などが行われた。
　平成25年度中にはALMA受信機製作がすべて完了し、多く
の契約職員の任期が終了したが、今後も先端技術センターで
は受信機の保守体制についてチリ観測所と協力して進めるこ
とが必要である。また、国内での電波受信機開発のセンター
としての役割を維持・強化することを検討している。
　HSCについては、すでに観測フェーズに移行しており、観
測装置の安定運用およびデータ解析サポート体制の確立が課
題となっている。
　TMT観測機器の開発については、IRIS観測装置の光学シス
テムの開発を進めるとともに、FMOS（MOBIE）観測装置の
開発についてもTMT推進室と情報交換を行っている。先端
技術実験棟（TMT棟）の建設に向けて、設備仕様などについ
て情報交換を行いながら検討を進めている。
　KAGRAについては、迷光対策用補助光学系に用いるバッ
フルの開発が中心であったが、平成25年度より、ミラーを懸
架し防振するための多段の防振フィルターの試作および量産
の検討を行った。
　共同開発研究および設備の共同利用については、ほぼ定常
状態を維持しているが、実験スペースの確保が困難な状態が
続いている。また、平成25年度には、開発棟（南）では設備
の老朽化が顕著となっており、また、開発棟（北）でも10年
を経過した設備などで不具合が発生している。TMT棟の完
成に合わせて旧設備を更新することを検討している。

2．ワークショップおよび開発支援設備

（1）メカニカルエンジニアリングショップ
　メカニカルエンジニアリングショップ（MEショップ）は、
実験装置や観測装置などの「ものつくり」に、設計から製作、
形状測定までを一貫して行うことを目指している。3チーム

（設計チーム、加工チーム、測定・超精密加工チーム）が専門
性を活かしつつ、連携して業務を遂行している。
　設計チームは、昨年度から継続してKAGRA補助光学系装
置の構造設計やTMT/IRIS撮像部の機械構造設計を担当して
きた。
　KAGRA補助光学系装置の構造設計では、
◦ i-KAGRA用メインミラーマウントの設計
◦狭角散乱バッフル用ベンチの設計
◦広角散乱バッフルの熱解析
◦光テコパイロンの設計
◦ボトムフィルター試作機の製作相談、等を行った。
　TMT/IRIS撮像部の機械構造設計では、
◦機械要素（モーター，ベアリングなど）の各種試験装置の
設計・評価試験の実施
◦コールドストップ機構の試作および評価試験
◦キネマティックレンズセルの試作および評価試験
◦フィルター交換機構の設計を行った。
　これらに加え HSC の立ち上げ支援や不具合への対応も
行った。設備面では、平成26（2014）年度に本格化する IRIS
撮像部の設計に対応するため非線形・非定常解析を行えるソ
フトを導入し設備強化を図った。
　加工チームは、ALMA 受信機の量産部品の製作をスケ
ジュールどおりに進め完納させた。続いて新たに製作を依頼
された備蓄分（7台分）も所定のスケジュールどおりに製作を
完了させた。IRIS関連では要素試験実験の開始に伴い、冷却
駆動系試作部品の製作を担当した。
　KAGRA関連では新たに、防振系ボトムフィルターのプロ
トタイプの製作依頼に応え、インストール仕様での主要部品
の製作を担当した。また、防振系の特殊バネ材料（マルエージ
ング鋼）の加工に挑戦しインストール仕様の試作に成功した。
　太陽観測用ロケット（CLASP）搭載部品（スーパーイン
バー製キネマティックマウント3種5台）の高精度加工に成功
しフライト品として納品した。昨年度から開発を進めている
機械式デフォーマブルミラー（ISAS/JAXA）についてはさら
なる改良試作モデル製作を継続している。
　超精密加工チームは、外部機関との共同開発研究および、
製作依頼への対応について取り組んだ。共同開発研究では高
エネルギー加速器研究機構（KEK）機械工学センターと単結
晶ダイヤモンド工具による超精密ミリング加工の開発に取り
組みXバンド加速管ディスクの鏡面加工の高効率化を目指し
検討を進めている。
　一昨年度から分子科学研究所・名古屋大学と行ってい

17.　先端技術センター
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る、単結晶ダイヤモンドバイトを用いたフッ化マグネシウム
（MgF2）製非球面レンズの切削加工も引き続き行い、実用化
に向けての加工条件の追求を行った。
　ATC内で開発を進めているMKIDレンズアレイの試作では
721素子アレイおよび反射防止膜の削り出し加工に成功し実
証実験に向けての飛躍に貢献した。またマルチバンドに優れ
るコルゲートホーン型アレイの製作を開始し、早期の完成を
目指している。
　MEショップでは、昨年度は107件の製作・修理依頼を受け、
前年度からの繰り越し16件を含む123件中116件を完了し、7
件は平成26年度に繰り越した。外部機関の利用は8件である。
平成25年度依頼件数を下に示す。

（2）オプトショップ
A. 従来通りの運営と整備
◦測定器のメンテナンス（日常点検など）
◦測定に関する相談対応（71件）
◦設備の修理更新（顕微鏡MM-40用デジタルカメラ更新、干
渉計ZYGO-GPIレーザーおよびレーザー電源交換）
◦LEGEX910の校正（2014/1/20–24）
◦測定器内の測定データのバックアップなど

B. 測定器共同利用
  平成25年4月～26年3月（共同研究での使用を含む）
◦測定器利用件数：412件
　内訳：ATC内部：145件
　　　　ALMA関係：9件
　　　　台内、東大天文センター：184件
　　　　台外：74件

◦大型三次元測定器LEGEX910の利用：51件
年間を通じて定常的に利用されており、稼動日数は91日で
あった。

  内訳：ALMAとHSCで37件（各グループの測定者が利用）
    　　  オプトショップへの測定依頼は14件

（3）光赤外検出器グループ
　このショップでは、主に可視検出器に対するサポートを
行っている。HSCのCCDに関連する作業は、細々とあるも
のの終息に向かっているが、今年度も完全空乏型CCDの使
い方や特性について国内だけではなく海外からの問い合わせ
にも対応した。また、観測装置の交換アップグレードにも対
応している。今年度は、すばる持ち込み装置の一つK3DIIの
CCDアップグレードに貢献した。活動主体は東大天文センターの
学生だが、ATC側の具体的な作業としてはデュワーの設計か
らCCDの動作確認、取り扱いなどのサポートを行った。

（4）特殊蒸着ユニット
　昨年度に引き続き、東大宇宙線研究所と共同で薄膜コー
ティング技術を利用した高精度光学素子の開発研究を行った。
今年度は重力波干渉計用ミラー向けに、低温冷却時のミラー
と薄膜の機械的性質の変化について基礎的実験を行った。ま
た、カブリ数物連携宇宙研究機構と共同で、すばるPFS向け
に広帯域のARコーティングを開発することとし、その為の
基礎実験と装置の改造・調整を行った。

（5）スペースチャンバショップ
　先端技術センターが所有する真空チャンバやクリーンルー
ム等の設備を用いた共同利用を支援している。主な共同利用
実績は、観測ロケット実験 CLASP では UVSOR シンクロト
ロン施設にATCの真空チャンバを持ち込んで実験が実施さ
れたほか、次期太陽観測衛星SOLAR-Cプロジェクトによる
各種真空実験、超広視野初期宇宙探査衛星WISHによるフィ
ルタ交換機構の低温モータ試験などが実施された。そのほか、
アウトガス測定等で小型の真空チャンバはほぼ稼働状態にあ
り、また恒温槽を用いて観測装置部品の温度サイクル試験等
が実施された。

（6）設備管理ユニット
　先端技術センターの実験室は限られており、整理配分によ
りプロジェクトの受入を行っているが、平成25年度も実験室
不足状態は変わらず、ユーザーの御協力をいただき運用を
行っている。不足を解消するため、年度途中で異なるプロ
ジェクトの実験室を交換し、やや改善した。
　先端技術センター実験室設備（クリーンルーム含む）
を平成25年度に利用したプロジェクトは、先端技術セン
ター、ALMA、重力波・KAGRA、TMT、電波研究部、HSC、
JASMINE、光赤外研究部、太陽系外惑星探査、ハワイ観測所、
ひので科学、SOLAR-C/CLASP である。開発棟（北）101ク

（括弧内は平成26年度への繰越数）

前年からの繰越 16（2）
先端技術センター 13（2）
ハワイ観測所 3
HSC 1
TMT 10
系外惑星探査プロジェクト 14（1）
太陽観測所 1
ひので 2
SOLAR-C/CLASP 32（1）
ALMA 11
RISE 2
VLBI 2
KAGRA 3
重力波 4
天文情報センター 1
外部機関 8（1）

東京・天文センター 7
ISAS/JAXA 1

合計 107（7）
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リーンルームは衛星開発のみに利用され、JASMINE小型衛
星（JASMINE検討室）、衛星ほどよし3号 （中須賀研究室／東京
大学）、CLASP（CLASP／ひので科学）の開発が行われている。
　建物では開発棟（南）屋上の防水シート劣化により、実験
室に雨漏りが発生した。雨漏りは毎年発生しており、全面改
修に向けた検討を行った。設備関係では開発棟（南）照明設
備改修工事を行った。昨年度から始めた照明器具交換、照明
LED化工事は、残りの実験室、居室すべて行ったが、一実験
室でLEDの特性に起因する照度不足が発生したため、改修工
事を26年度に行う。開発棟（北）空調機設備は運用開始から
10年が経過し、設備に故障が出るようになった。特に空調機
調整機能に故障が発生し室温調整が不能になるため、調整器
をすべて新型に更新した。
　重力波・KAGRAに配分した実験室において、昨年度設置
したクリーンブースのフィルターユニットが発する騒音、振
動が大きく、隣接する実験室作業に影響が出たため、防音壁
工事、ブース本体の方位換え防振対策工事を行い、騒音、振
動を問題ないレベルまで低減し運用を開始した。
　クレーン設備0.5トン以上は法令で年次点検が義務づけら
れ毎年実施している。今年度は実験室利用スケジュールが大
変厳しく、定期点検を二期に分け実施した。3トン以上のク
レーン設備は法令で荷重負荷試験が義務づけられており、開
発棟（北）4.8トンクレーンは平成26（2014）年に行う。
　CE（コールドエバポレータ）は年次点検の結果、脚部に錆
による劣化が見つかり、塗装処置によって防護した。1,000  L
以上の貯蔵量を有する貯槽は法令（高圧ガス保安規則）で製
造から20年目に耐圧負荷試験が義務づけられており、製造以
来19年経過したが問題なく利用できているが、平成27年度に
完成を目指す先端技術実験（TMT）棟の運用開始にあわせ、
新CE購入、液化窒素ガス製造設備の検討を始めた。
　管理業務の主なものでは建物、電気設備、CE設備の法令
で義務づけられる日常点検と運用管理、クリーンルーム、ク
リーンルーム外調機設備、自家発電機設備、エレキショップ
運用、薬品管理、廃棄薬品処理など多岐に渡っている。建物
関係では、先端技術実験（TMT）棟について、設備管理の立
場から建設計画に協力している。
　人事で設備管理を担当した御子柴氏が平成26（2014）年3月
で異動した。2年間設備運用、管理などに活躍された。感謝
します。

3. プロジェクト支援

　平成25年度は、年2回の共同利用公募を行い、共同開発研究
（5件）および施設利用（27件）として先端技術センターの設
備を用いた開発研究が行われた。研究代表者・研究課題等に
ついては、「施設等の共同利用」の項目に掲載されている。成
果報告については、先端技術センターのホームページで公開
している。

4. 重点領域開発

（1）ALMA SIS素子開発
　前年度に引き続き、ALMA仕様を満たすBand4, Band8受信
機用デバイスの継続的な供給を行い、平成25（2013）年12
月までに受信機出荷台数73台分のデバイスの供給を完了した。
その後、受信機保守に必要な数量のデバイスの製造を行って
いる。 
　平成24（2012）年度に導入した新規SIS素子製造装置の性
能確認運転とデバイスの試作試験を行い、大きな問題もなく
良好なデバイスが製造できるようになった。現在は、主にバ
ンド10受信機用SIS 素子の開発試作に利用し、良好なデバイ
スの作成条件を検討している。

（2）ALMA Band 4
　目標としていた月産3台を上回る月産3.75台の量産を達成
することにより、11月に試験・製造を終了し、納期となって
いる平成25（2013）年12月末までに73台の全数出荷を予定通
り完了した。今後はチリ観測所と連携し、不具合や故障頻度
から修理保守の人員体制を検討していく。

（3）ALMA Band 8
　Band8（385–500 GHz）カートリッジ型受信機を73台、平
成25（2013）年11月まで Joint ALMA Office （JAO）へ納入し
た。その後、予備カートリッジ7台の組立および返却品の修
理を行った。メンテナンスに向けて、図面や手順書等の整備
を行った。また、台湾ASIAAの量産するBand 1受信機の量
産を支援するために、カートリッジ冷却システムや真空ベー
スプレートのリークレートを測定する装置を貸し出す準備を
行った。

（4）ALMA Band 10
　月産4台以上の驚異的な量産を達成することにより、12
月末までに試験・製造を終了し、納期となっている平成26

（2014）年3月末までに73台の全数出荷を予定通り完了した。
今後はチリ観測所と連携し、修理保守の人員体制を検討する
とともに、受信機アップグレードや次世代受信機開発を検討
していく予定である。

（5）Hyper Supreme-Cam
　平成25（2013）年度は6月に7晩、10月に5晩、平成26（2014）
年1–2月に8晩の試験観測を行った。天候条件が不良な晩が
多かったが、およそ半分程度は試験が可能であった。これら
を通じ、①散乱光・迷光、②極低湿度下での真空リーク、③
一部CCDの動作不良等が確認された。①については調査の
結果、散乱項・迷光ではなくて、フィルターの透過特性の場
所による差により、迷光のようなパターンが見えていること
がわかった。②については、O-ring溝にアルマイト加工を施
している部分が原因であることがわかり、対策を施した。③
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については、経過観察中であるが、動作条件を変えることで
対応できないかを調査中である。像質やシステムスループッ
ト等、基本的な性能は設計どおり達成されていることが確認
された。そこで、平成26（2014）年3月下旬より共同利用観
測および戦略枠観測に供された。今後の課題は、（a）オート
フォーカス機構の実現、（b）検出効率計測システムの構築、

（c）フィルター交換装置の動作安定性の確立、（d）動作不良
CCDの対策、（e）共同利用ユーザーのデータ解析サポート体
制の確立である。

（6）TMT搭載観測装置IRIS
　平成23（2011）年度より、次世代超大型望遠鏡Thirty Meter 
Telescope （TMT）の第一期観測装置 IRIS の撮像系の開発を
行っている。IRIS は現在基本設計の段階にあり、平成26

（2014）年12月には外部レビューが予定されている。昨年度
に引き続き今年度もMEショップの職員を中心に、以下に挙
げる要素技術のプロトタイプ実証およびプロトタイプを踏ま
えた実機の設計を行った。
◦プロトタイプCold stop stageを用いた、冷却駆動系のシス

テムとしての性能評価
◦プロトタイプレンズセルを用いた、振動試験と解析
◦軸外し非球面鏡のプロトタイプ製作
◦フィルター交換機構の実機設計
◦レンズセルアセンブリの実機設計
◦ IRIS実機のパッケージングデザイン

（7）重力波望遠鏡KAGRA
　主に、KAGRAの補助光学系および防振系に関する開発を
重力波プロジェクト推進室とともに行っている。補助光学
系については、KAGRA の干渉計部における迷光対策のシ
ステム設計、およびそれに必要なバッフル類の開発を行っ
た。バッフルは5種類あり、最大で直径800 mmのものまであ
る。このうち4種は、重力波信号を光の信号に変換するうえ
で特に感度が高く重要なKAGRAの3 km両腕内に設置される。
干渉計のメイン鏡の近くから順に、広角散乱バッフル、クラ
イオダクトシールド、狭角散乱バッフルがインストールされ、
さらに腕内には適切な間隔でバッフルアレイがインストール
される予定である。これらのバッフル全体の効果によって、
迷光による雑音がデザイン雑音レベルの1/100 程度に抑え込
めるように設計されている。迷光による雑音寄与は、バッフ
ルでの吸収量や散乱量だけでなくそのメカニカルな構造にも
注意をはらう必要があるため、ATCのMEショップの協力の
もと、構造設計やアセンブル方法の検討を進めている。光学
的な設計に関しては、外部の光学システム企業の助力を得つ
つ、主に光線追跡シミュレーションを基にして行っている。
　防振系は、KAGRAの必要なミラーを懸架し、防振するた
めの装置である。防振系は多段の防振フィルターによって構
成されており、このうちの1種類をATCにて担当する方向で
検討を進めた。平成25年度には、これに向けた試作を行っ

た。まず、防振フィルターのうち一部の部品はATC内マシン
ショップで内作した。また、この試作において最大の懸念事
項であったのは、防振性能を発揮するための重要な要素であ
るマルエージング鋼の板バネを組み合わせたGAS（geometric 
anti-spring）フィルターの開発であった。これについては、
ATCにおいて、国内での材料調達から製造、および防振性能
出しまでのプロセスを確立することに成功した。これまで海
外の限られた機関にて材料調達および製造されたもののみが
用いられていたが、今回新たに国内でこの技術を獲得しプロ
セスを確立したことにより、今後の日本での防振技術の発展
の基礎が築けたと考える。
　このほか、KAGRA 本体の開発を優先的に進めつつ、
KAGRAの次世代の検出器性能向上に向け、以下に述べるよ
うな先端技術開発を行った。
　KAGRAなど大型レーザー干渉計型重力波望遠鏡よりも低
周波数の重力波を観測することを目指し、ねじれ型重力波望
遠鏡（TOBA）の開発を進めた。現在までに0.1 Hzの周波数帯
では世界最高感度を達成しており、感度向上のための研究開
発を引き続き進めている。
　スペース重力波アンテナDECIGO計画の前哨衛星である、
DECIGO Pathfinder（DPF）の干渉計本体および信号取得系の
開発を進めた。主に重力波センサー部である干渉計モジュー
ル（BBM）の設計と製作を行った。近年になって、試験マス
に対してそのまわりを漂う残留ガスによるブラウン運動的な
ノイズが、従来の予想よりも増加することが指摘されていた
が、これを低減するような試験マスのハウジング設計を行っ
た。これは重力波観測衛星だけではなくKAGRAのような地
上の重力波望遠鏡でも共通する雑音発生機構であり、今回示
した低減方法は、KAGRAなどの将来的な高感度化にも寄与
するものである。

5. 先端技術開発

（1）電波カメラ
　宇宙マイクロ波背景放射（CMB）の B-mode 偏光の観測 

（LiteBIRD）や南極テラヘルツ望遠鏡に搭載するためのミリ
波サブミリ波超伝導MKIDカメラの開発を進めた。MKIDに
シリコンレンズアレイを統合したミリ波700画素カメラの開
発に成功した。2000画素に拡張するためのレンズアレイの高
密度化の設計を行った （T. Nitta et al. 2013）。シリコンレンズ
アレイに用いる反射防止コーティングの開発を行い、2種の
エポキシを混合し塗布した後で厚みを切削し最適化した（T. 
Nitta et al. 2014）。多画素カメラと望遠鏡を結合する冷却広視
野（1.0度）光学系の設計や0.1 K冷却システムの試作を行った。
これらは新田冬夢 筑波大学博士論文、関口繁之 東京大学修
士論文としてまとめられた。
　また、MKIDを読み出す高速複素FFT回路の開発を行い、
単素子読出し回路との読み出し雑音の比較を行い、十分に低
雑音であることを示した（K. Karatsu et al. 2014）。
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　SIS 光子検出器と GaAs-JFET の極低温集積回路を用いた
SISCAMの開発は、32チャンネル読み出し回路モジュールの
自動制御システムの構築が行われ、チャンネルごとの動作条
件を最適化するためのパラメータ抽出に成功した。検出器と
の組み合わせ試験および32チャンネルモジュールの動作につ
いては、Y. Hibi et al. (2013)で報告された。

（2）スペースオプティックス
　ロケットや人工衛星などを使用して宇宙空間から天体観測
を推進するための活動が、将来のスペース計画の実現を目指
す形で進行している。平成25年度には、CLASPというロケッ
ト実験計画や、WISH, SOLAR-Cという2つの衛星計画の実現
にむけた基礎開発が行われた。近赤外線領域が観測波長帯で
あるWISH計画では、フィルタ交換機構用低温モータの低温
真空環境下での耐久試験が実施された。また、水素のLyα線
で太陽彩層・遷移層の磁場観測を目指すCLASP計画では、平
成27年の飛翔実験を目指して観測装置の開発や較正試験装置
の準備が進められ、年度後半にはフライト品構造の仮組立て
も開始された。
　平成25年度は、試作した光学素子やフライト品候補の光学
素子をATC内で準備した測定系を分子科学研究所に持ち込
んでシンクロトロン光による光学素子の評価試験を実施した
ほか、CLASP偏光分光装置のスリット部とスリットジョー光
学系の要素開発品の性能・機械環境試験への耐性確認、飛翔
用に開発中の回転波長板駆動機構の回転一様性確認、汚染評

価モニタ測定等がATCのリソースを活用して行われた。
　次期太陽観測衛星計画SOLAR-C関連では、偏光分光装置
の面分光用光 IFU基礎開発において、光ファイバー束を使用
したもののほかに反射面を利用したイメージスライサーモデ
ルの光学性能評価が行われたほか、近赤外線カメラ開発に対
して使用する近赤外線センサーの低温下性能の評価準備が進
められた。

（3）近赤外線および可視光CMOSイメージセンサーの開発
　天文観測用イメージセンサーは微弱な光を検出するため低
ノイズである必要があるが、高速読み出しを前提とする民生
用読み出し ICでは低ノイズを実現することが難しく、天文用
に最適化した読み出し ICが必要である。
　今年度は、高エネルギー加速器研究機構（KEK）が進めて
いるSOI（Silicon on Insulator）ピクセルセンサープロジェク
トに参加し、これまでに試作した低ノイズ読み出し ICを基に
した可視光CMOSイメージセンサーを試作した。SOI技術に
より、従来のCMOSイメージセンサーでは不可能だった近赤
外域における高感度を実現可能である。また、Si検出器では
感度がない近赤外線イメージセンサーとして、浜松ホトニク
スが市販している InGaAsイメージセンサーの評価を進めて
いるほか、これらの近赤外線イメージセンサーを試験するた
めの量子効率測定装置と画素内感度分布測定装置の立ち上げ
を行った。

18.　天文情報センター

1. 概要

　当センターは、国立天文台のみならず天文学全般の科学的
成果の一般社会への広報・普及・啓発、新発見天体の通報対
応、および日の出・日の入りなど市民生活に直結した暦など
の天文情報の提供を目的とした組織である。広報室、普及室、
暦計算室、ミュージアム検討室、図書係、出版室、および総
務室の7室1係体制で運営した。下記の活動報告は部署毎に記
述する。

2. 人事

　平成25年度における当センターは、福島登志夫センター長
以下、教授2名、准教授1名、助教2名（うち併任1）、研究技師
4名、技師1名、技術員1名、係長1名、専門研究職員4名（うち
併任1）、広報普及員20名、研究支援員2名、事務支援員2名の
体制であった。
　平成25年4月1日付で普及室に渡邉百合子広報普及員、6月1

日付で普及室に山口珠美広報普及員、広報室にランドック・
ラムゼイ研究支援員、7月1日付でミュージアム検討室に臼田
-佐藤功美子専門研究職員、8月1日付で広報室に三上真世広
報普及員、9月1日付で広報室に塩谷保久広報普及員、平成26
年1月10日付で普及室に大越治広報普及員が着任した。
　平成25年5月31日大川拓也広報普及員、12月31日付で平井
明広報普及員、山口珠美広報普及員が退職した。
 
3. 広報室の活動

　国立天文台のチリ観測所、ハワイ観測所、太陽系外惑星探査
プロジェクト、野辺山宇宙電波観測所をはじめとする各プロジェク
トの成果を中心に、他大学や研究機関との共同研究の成果につ
いても、記者会見やウェブリリースを通じて積極的に広報活動を
展開した。また、流星群など社会的に話題となる天文現象を取り
上げ、普及室と共同でキャンペーンを行った。
　SNS（TwitterとFacebook）などによる情報発信は、新たな
広報手段として着実に成果を挙げている。
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月 件　数 月 件　数 月 件　数
2013／4 412,619 2013／8 1,335,182 2013／12 917,320
2013／5 450,406 2013／9 612,646 2014／1 634,935
2013／6 427,197 2013／10 818,752 2014／2 364,096
2013／7 519,303 2013／11 1,560,285 2014／3 452,907

合　　　計　　　　8,505,648

表1. 国立天文台天文情報センター広報室・ホームページ月別アクセス件数（ページ数）（2013年4月－2014年3月）

表2. ウェブリリースまとめ

2013年4月23日 星・惑星の誕生領域の赤外線のかたよりの普遍性と生命のホモキラリティー
2013年5月7日 アルマ望遠鏡日本製パラボラアンテナ16台の山頂施設設置が完了
2013年5月31日 ダストに埋もれた銀河の“人口調査”
2013年6月4日 TMT建設に日本が本格的に始動
2013年6月7日 アルマ望遠鏡が発見した彗星のゆりかご
2013年6月12日 晴天のスーパーアース？― 低質量の太陽系外惑星GJ3470bの大気を初めて観測 ―
2013年8月9日 星間分子雲中を通過する超新星衝撃波の“速度計測”に成功
2013年8月23日 塵粒にふわりと包まれた惑星誕生の現場
2013年9月4日 青い光で見るスーパーアースの空
2013年10月4日 アルマ望遠鏡が発見した、赤ちゃん星を包む大きな温かい繭
2013年10月10日 太ったブラックホールは都会育ち：仮想天文台による“観測”成果
2013年10月23日 すばる望遠鏡が捉えたアイソン彗星
2013年11月5日 軌道面が傾いた小惑星の人口調査
2013年11月11日 【速報】すばる望遠鏡が写し出したアイソン彗星とラブジョイ彗星の核周辺
2013年11月15日 三鷹キャンパスの建造物7件が登録有形文化財に
2013年11月18日 【速報】超広視野主焦点カメラ HSC が捉えたアイソン彗星の長い尾
2013年11月22日 【速報】急増光直後のアイソン彗星にすばる望遠鏡が迫る
2013年12月6日 銀河が奏でる行進曲～すばる望遠鏡FMOSが明らかにする宇宙初期の大質量銀河の成長～
2013年12月6日 【速報】すばる望遠鏡が写したラブジョイ彗星の尾の微細構造
2014年1月17日 アルマ望遠鏡が見つけた巨大惑星系形成の現場
2014年1月28日 すばる望遠鏡、合体銀河中の超巨大ブラックホールの活動性に迫る
2014年3月4日 大質量星もガス円盤から誕生？～大質量星を回る高温水蒸気のガス円盤を発見

2013 年 5 月 27 日、29 日 世界最速の天文学専用コンピュータ始動！
2013 年 7 月 31 日 新型の超広視野カメラが開眼、ファーストライト画像を初公開
2013 年 8 月 5 日 「すばる望遠鏡 SEEDS プロジェクト、「第二の木星」の直接撮影に成功」
2014 年 2 月 20 日 すばる望遠鏡、アイソン彗星のアンモニアから太陽系誕生の「記憶」をたどる

表3. 記者会見まとめ

（1）マルチメディアによる情報公開
　国立天文台のホームページ（http://www.nao.ac.jp/）を運営し、
インターネットによる情報公開を行っている。ホームページ
へのアクセス件数は表1の通りとなっている。
　いくつかのニュースをヘッドライン形式でまとめ、リンク
先を紹介する「国立天文台 メールニュース」は、103号～128
号を発行した。天文現象の音声案内サービス「テレフォン天
文情報」も月2回更新で計24号発行した。
　平成22（2010）年10月より運用を開始している、ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス（SNS）の一つTwitterを活用
した情報提供では、天文情報センターのアカウントより、国
立天文台の各プロジェクトの進捗状況、施設公開や三鷹地区
の定例観望会の開催案内、人事公募等の情報発信を行ってい
る。平成26（2014）年3月末現在でのフォロワー数は35,000件
を超えた。

（2）成果公開
　リリース件数は26件と、活発なリリースを行った（表2・3）。
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太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～6月 248 104 58 22 178 78 117 790 1595
7～9月 207 206 54 8 299 102 149 1021 2046

10～12月 257 140 41 14 658 106 112 766 2094
1～3月 233 129 71 11 165 66 101 583 1359

太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～6月 11 4 1 2 13 7 21 20 79
7～9月 4 5 1 2 13 21 29 14 89

10～12月 3 3 2 1 29 14 34 7 93
1～3月 2 7 2 0 4 18 18 14 65

総　計 20 19 6 5 59 60 102 55 326

表4. 国立天文台天文情報センター広報室・電話応答数　（2013年4月－2014年3月）

表5. 国立天文台天文情報センター広報室・インターネットによる質問応答数　（2013年4月－2014年4月4日の質問受け付け終了）

「科学記者のための天文学レクチャー」は、第19回は、「彗星
～その魅力に迫る」をテーマに、第20回目は「宇宙の地図を
作る」をテーマに開催した。また、ジャーナリストに限り、
レクチャーの様子をネット経由で配信した。収録映像はその
後も閲覧され、当日参加できなかったジャーナリストだけで
なく、参加したジャーナリストが復習する際にも利用されて
いる。特に第19回は来場者数よりもネット中継のリアルタイ
ム閲覧者数が多いなど確実に成果を挙げている。

（3）国立天文台の「広報センター」としての活動
　通常の研究成果リリース支援に加え、下記の活動を行った。
大型プロジェクト TMT が建設開始に向けて動き出すた
め、TMT のウェブサイトリニューアルの支援を行った。
JASMINE検討室が小型ジャスミンに向けて広報活動を活性
化したいという希望があったので、新パンフレット制作の支
援と科学ジャーナリスト向けのレクチャーを企画し実行した。
また、プロジェクトが企画した一般向けの講演会の準備・運
営サポートを行った。特に、ネット経由での事前申込は、広
報室がフォームを設置し、申込者リストを作成するなどの手
順がスタンダードとなっている。

4. 普及室の活動 

（1）一般質問受付
　マスコミや官庁、一般からの質問に対応した件数は、電話
は7,094件（表4）、手紙は127件、うち公文書は79件であった。
また、インターネットを通じた質問は326件（表5）であった。

（2）教育・アウトリーチ活動
　平成16年度からはじめた双方向型の情報発信事業である天
文現象キャンペーンは、2件（平成25年8月「夏の夜、流れ星
を数えよう 2013」報告件数：1,312件、同11月「アイソン彗星
を見つけよう」報告件数：1,963件）を実施した。

「ふれあい天文学」も4年目を迎え、応募のあった47校すべて
で実施し参加児童・生徒数は4,865名であった。児童・生徒か
らの感想文には、「星を見てみたい」、「大きくなったら天文学
者になりたい」という声が多く寄せられており、天文学者と
直接会い授業を受けることが、天文学への親しみや興味を喚
起させる機会となっていることがうかがえる。講師陣は42名
であった。
　夏休み期間中の7月25日（木）に、小学生、中学生、高校
生を対象とした「夏休みジュニア天文教室＋君もガリレオ！

（申込制・定員40名）」を開催した。付き添いの保護者含め
て80名程度の参加があり、望遠鏡の工作や、使い方のレク
チャーを受けた。また、君もガリレオ！についての講演や、
夏の主な天文現象のレクチャーも行われた。7月25日（木）、
26日（金）には「夏休みジュニア天体観望会（申込不要）」を
開催した。2日とも天候に恵まれず、参加者は191名（25日64
名、26日127名）であった。
　三鷹・星と宇宙の日（三鷹地区特別公開）には、運営委員
会の下、事務局として天文情報センターは参加した。メイン
テーマは「アルマ望遠鏡で探る銀河と惑星のルーツ」とし、
10月18日（金）、19日（土）の2日間、東京大学大学院理学系研
究科天文学教育研究センターおよび、総合研究大学院大学数
物科学研究科天文科学専攻と共催で実施した。2日間とも晴
天に恵まれなかったが、2日間を通じて4,176名の参加があり、
盛況であった。各プロジェクトの企画が充実しており、前年
度並みの入場者を迎えることができた。普段立ち入ることの
できない施設の公開、参加型の展示やミニ講演のほか、子ど
もたちに人気のゲームやクイズ等、幅広い年齢層に対応して
いる。
　第4回国際科学映像祭を8月1日～9月29 日に、およそ100を
超える連携機関・団体と協力して開催した。この間、国内の
科学館、プラネタリウム館、シアターなど59施設で科学映像
の上映やスタンプラリーなどが行われ、来場者数は100万人
を超えた。また、コアイベントとしてキックオフ（日本科学
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未来館）、サイエンスフィルムカフェ＆ワークショップ（科学
技術館）、サイエンスフィルムカフェ＆理研DAY（科学技術
館）、ドームフェスタ（日立シビックセンター）を開催した。
　全国の天文関連施設と一緒になって進めている「スター・
ウィーク～星空に親しむ週間～」は例年通り8月の第1週に行
われ、参加協力団体83、協力イベント133件であった。
　多摩六都科学館と毎年共催している「やさしい天文教室」
は12月1日（日）、彗星に関する講義と第一赤道儀室での太陽
黒点観察および常時公開コース見学を行い、合計40名の参加
があり好評であった。
　国立天文台研究集会として、天文教育普及研究会共催の下

「第二回ユニバーサルデザイン天文教育研究会」を三鷹本部
にて9月28日、29日に開催した。天文教育普及、障害当事者
および支援の方々など、様々な背景や興味を持つ方々、合計
124名の参加があった。視覚障害者、聴覚障害者、身体障害
者（車イスユーザー）の参加者数は、それぞれ8名、14名、1
名であった。情報保障（情報をふさわしい形で障害者に伝え
ること）のため、希望者に点字資料を配付し、手話通訳とパ
ソコン要約筆記（要約した発言をパソコンで記録しスクリー
ンに投影するサービス）をつけた。
　11月17日（日）～19日（月）、今回で9回目になる「最新の
天文学の普及をめざすワークショップ」が宇宙論をテーマに
東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構にて開
催され、研究者・教育普及関係者合計75名が参加した。

「君もガリレオ！」プロジェクトは、国際連携室と共同で、平
成26年2月3日にカンボジアのプノンペン王立大学にて講演会、
望遠鏡工作ワークショップ、観望会等を実施し、100名もの教
師および大学生が参加した。そして22組の組立望遠鏡と三脚、
および1台の口径10 cm赤道儀式反射望遠鏡を現地に提供した。

　すばる望遠鏡など研究観測で得られたFITSデータを、天
文教育普及目的で活用することを目的として開発された画像
解析ソフトマカリ（Makali`i）をWebから国内外に配布して
いる。昨年、制作・配布した「一家に1枚宇宙図2013」ポス
ター（A1サイズ、A2サイズ、ともに日本語版と英語版を裏
表に印刷）の日本語版、英語版のWebページを制作した。さ
らに、科学技術広報財団等と協力して「太陽系図」ポスター

（A1サイズ、A2サイズ、ともに日本語版のみ）を制作した。

（3）地域活動
　国立天文台と三鷹市の「相互協力に関する協定」（平成
21年2月4日調印）に基づき、平成21年7月7日に開館した

「三鷹市星と森と絵本の家」の平成24年度の年間入館者数は、
37,187名である。普及室では、企画展示「おひさま　いっぱい」

（平成 23年7月～平成 24 年 6月）および「宇宙でいきている」（平
成 24 年7月～平成 25年 6月）の共同企画のほかに、七夕、伝統
的七夕、お月見等の星と森と絵本の家でのイベントを、三鷹市担
当職員や市民ボランティア等と協同で実施している。　
　三鷹ネットワーク大学における「アストロノミー・パブ」
は平成21年度よりNPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構
主催のイベントとなり、8月を除く毎月第3土曜日の夕方に
市民参加20名で実施している。また、三鷹ネットワーク大学
が主催している星空案内人養成講座「星のソムリエみたか」
にも望遠鏡の操作講習等で協力した。

5. 暦計算室の活動

　暦計算室は国際的に採用されている基準暦に基づき、太
陽・月・惑星の視位置をはじめ、諸暦象事項を推算し、国立
天文台の設置目的の1つである「暦書」の編製として「暦象年
表」を発行している。

（1）平成26年版暦象年表、平成26年版理科年表暦部、平成27
年暦要項（平成26年2月3日官報掲載）を刊行した。暦象年表
Web版では惑星の自転軸に IAU WG CCRE Report 2009を採用、
太陽の地心座標で光浸を含まない視半径、惑星の地心座標で
極視半径も掲載した。

（2）ホームページ（http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/）については、
暦Wiki・今日のほしぞらpowered by Google Mapsを公開、各
種ツールでGoogle Maps v3に移行した。そのほか、例年同様
キャンペーンとも連携しつつ、レモン彗星・アイソン彗星・
ラブジョイ彗星・エンケ彗星、いるか座新星2013・ケンタウ
ルス座新星2013、ペルセウス座流星群・ふたご座流星群放射
点の位置を今日のほしぞらに表示させるようにした。この結
果、平成25年度のアクセス数は3,200万件を突破している。

（3）日本カレンダー暦文化振興協会では第3回総会、新暦奉告
参拝を開催した。日本気象協会の季節のことば選考委員会で図1. 暦計算室WEBアクセス件数（年度別PV）．
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は「季節のことば36選」を選定・公表した。

（4）天文台の貴重書である和漢書から、図書室と共同で、第
48回 潮汐、第49回 月と暦の常設展示を行った。これらの展
示は図書室ホームページ「貴重資料展示室」でも閲覧できる

（http://library.nao.ac.jp/kichou/open/）。

（5）国立天文台に寄せられる新天体通報等の対応を4名（常勤
職員2名、非常勤職員2名）が当番制で担当した。本年度、新
天体担当に寄せられた新天体の発見・確認依頼、その他の通
報は総数20件であった。その内訳は、新星・超新星：7件、彗
星（または彗星状）：8件、火球2件、惑星1件、発光物体2件で
あった。
　既知の超新星・彗星、明るい星のゴースト像などを誤認
する例が多い中、7月にあった超新星の通報では、国立天文
台を経由して国際天文学連合電報中央局へ通報、Supernova 
2013dyの独立発見として認定された。

6. ミュージアム検討室の活動

　平成25年度より、普及室から施設公開事業の部分を移して
組織を改編し、アーカイブ室からミュージアム検討室と改称
した。その事業内容から普及室のスタッフと共同で運営する
部分もある。

（1）施設公開
　平成25年度の4D2U ドームシアターの公開は、例年同様
毎月2回（第2土曜日の前日と第4土曜日）の定例公開日を定
め、事前申し込み制で実施した。年間計22回実施したところ、
1,893名の参加者があった。また、団体公開は69回で2,143名、
視察他は59件で635名の見学者があり、合計150回、のべ4,671
名が4D2U立体映像を鑑賞した。
　50センチ公開望遠鏡を用いた定例観望会は4D2Uドームシ
アター公開日と同じ日に、雨天曇天時にも中止することなく
実施している。平成24年度より事前申し込み・定員制（定員
300名）による実施に変更している。計22回実施したところ、
年間4,740名の参加者であった。
　平成25年度の三鷹地区常時公開では、18,552名の見学者が
訪れた。また、平成25年度の職場訪問等を含めた団体見学は
147件、5,828名、取材対応は284件であった。
　平成23年6月より、アーカイブ事業および施設公開の一環
として三鷹地区のガイドツアーを開始している。事前申し込
み制、定員20名で実施しており、第1火曜日、第2日曜日は

「登録有形文化財コース」、第3火曜日、第4日曜日は「重要文
化財・測地学関連遺跡巡りコース」をガイド付きで案内した。
今年度は合計469名の参加があり好評であった。

（2）ミュージアム構想・アーカイブ事業
　歴史的に重要な観測、測定装置、資料の散逸を防ぐために、

収集・整理・保存とその展示方法や環境の改善を進め、国立
天文台天文ミュージアム（仮称）について、基本理念や組織
などの準備・検討を行った。水沢地区、野辺山地区とは共同
でミュージアム構想の立案を行っており、今年度は3回にわ
たり各地区で検討会を行い、各地区の実情や要望を把握した。
平成25年度、三鷹市は新たに国立天文台三鷹の歴史的建造物
7件を登録有形文化財に申請し、11月15日に審議会より答申
を受けた。これにより、三鷹では合計で10件の国の登録有形
文化財を所有することとなる。
　団体見学の増加への対応やガイドツアーの実施のため、ボ
ランティアによる台内説明の導入を検討した。NPO法人三
鷹ネットワーク大学推進機構主催の「国立天文台ガイドボラ
ンティア養成講座」を支援し、9名が講習を修了した。来年度
から実際に修了生による説明を実施する準備を進めている。
2013年度日本天文学会春季年会では、企画セッション「天文
学史とその資料収集、調査研究」を行った。講演数は2日間で
25件、各日とも60名以上の参加者がありこの分野での研究者
が多いことが確認できた。
　機構長裁量経費4年目の事業として、太陽塔望遠鏡の機能
回復作業を実施し、シーロスタット平面鏡と主鏡の再蒸着を
行い、太陽光の導入が成功した。展示物に対しては、地震対
策として、レンズ、ガラスの展示物に免震台を導入した。展
示室には室容量相当の能力を持つ除湿器を導入して、展示室
の環境を格段に向上させた。また、障害のある方への配慮と
して、見学パンフレットの点字版の作成、台内の案内板の点
字説明の改修、施設の紹介動画の作成を行った。
　来年度に向けて、4D2Uドームシアターの機器更新のため
の予算申請と天文ミュージアム計画の概算要求準備を進めて
いる。

7. 図書係の活動

　定常業務として天文学を中心とした学術雑誌・図書を収
集・整理し台内外の学生・研究者に提供する中、平成25年度
は貴重書のデジタル化を行いデータを公開した。明治以降昭
和初期公文書の目録を整備し公開した。また、蔵書点検を行
い目録と資産情報を整備した。
　なお、三鷹図書室・各観測所の蔵書冊数および所蔵雑誌種
数、天文台の継続出版物の出版状況については、機構 図書・
出版に掲載している。

8. 出版室の活動

　広報普及に役立つ独自印刷物の企画編集・刊行を今年度も
実施した。本年度刊行した定期出版物は以下のとおりである。
◦国立天文台パンフレット（和文）
◦国立天文台パンフレット（欧文）
◦国立天文台ニュース No. 237～No. 248（平成25年4月号～平
成26年3月号）
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◦国立天文台年次報告 第25冊 2012年度
◦ ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL ASTRONOMICAL 
OBSERVATORY OF JAPAN Volume 15 Fiscal 2012

　平成25（2013）年度は、引き続き国立天文台ニュースの誌
面の充実を図った。とくに平成24（2012）年度に本格化させ
た国立天文台のプロジェクト広報支援の戦略的展開をより深
めて、「アルマ」（5月号）、「TMT」（6月号）、「CfCA」（8月号）、

「HSC」（11月号）、「すばる」（12月号）、「KAGRA」（2014年2月
号）の6つのプロジェクト特集号を増刷発行して、各プロジェ
クトの広報に寄与した。今後も、国立天文台ニュースの記事
が各プロジェクトの広報コンテンツ用リソースとして共用＆
発展活用されるように、連携を密にした一体的・基盤的な記
事制作を推進していく予定である。また、この流れをさらに

進めて、出版室が発行している国立天文台パンフレットや年
次報告、国立天文台ニュース他のさまざまなレベルの記事を
再編集することで、国立天文台の統合的な広報普及教育コン
テンツ（とその基盤となるプラットフォーム）を構築する計
画も推進中である。定期刊行物以外としては、「アルマ望遠
鏡」画像をまとめて、平成26（2014）年カレンダー「ALMA 
アルマ望遠鏡」を制作した（平成17（2005）年から通算9作目）。
また、例年同様に「三鷹地区特別公開ポスター類」の制作を
支援し、新たに「理科年表」の制作支援も行った。出版コン
テンツの電子化の取り組みとして、スマホからPCまでシー
ムレスにコンテンツを展開できる電子書籍プラットフォーム
を開発した。今後は、既存の記事リソースを電子コンテンツ
としても整備・制作して、冊子+ネットの複線化による発信
力の強化を図る予定である。

1. 概要

　光赤外研究部には、岡山天体物理観測所、ハワイ観測所
（以上Cプロジェクト）、TMT推進室、重力波プロジェクト推
進室（以上Bプロジェクト）、JASMINE検討室、太陽系外惑星
探査プロジェクト室（以上Aプロジェクト）のプロジェクト
がある。研究部は人事交流を通じて個々人の研究フェーズに
合った研究場所の移動を行い、プロジェクトおよび個人の研
究を円滑かつ活発に推進するという基本的な役割を持つ。研
究部では、萌芽的な観測研究、開発研究を行うほか、必要に
応じてそれらを発展させて新しいプロジェクトの立ち上げを
行う。また、人材を育成するため大学院教育にも積極的に参
画している。これは共同利用事業を中心とするハワイ観測所
と新装置の開発研究、観測研究を中心とする国内との間の人
事交流の母体として研究部を位置づけるというすばる望遠鏡
建設時の構想に基づいている。
　光赤外関連分野の国立天文台構成員はほとんどが光赤外研
究部の本籍を持ち、研究部、A～Cプロジェクトのいずれか
を本務とする。また、本務以外に複数のプロジェクトに併任
として所属し活動することもある。なお、研究部とプロジェ
クトは組織上対等の関係である。平成25年度の光赤外研究部

（本務）は教授2、准教授1、助教3、日本学術振興会特別研究
員5の構成である。
　重力波および JASMINEプロジェクトを除く研究部、プロ
ジェクトでは、教育活動、研究活動、事務等は研究部がまと
め役を果たしている。TMTがいよいよ建設段階になりプロ
ジェクトの規模が拡大しつつある。それに伴い光赤外研究部
内で人員の移動が活発化している。ハワイ観測所とTMTの2
大プロジェクト間の連携を図るため、研究部の役割が重要に

なっている。光赤外関連プロジェクト（ハワイ観測所、TMT、
系外惑星、重力波、JASMINE）のメーリングリストやWWW
サーバ等の研究環境の整備、運用は光赤外研究部として統一
して行っている。
　ここでは光赤外研究部を本務とする者の研究内容および共
同利用を担うプロジェクトの支援活動を中心に報告する。

2. 観測的研究

（1）各種望遠鏡等による観測的研究
　すばる望遠鏡を用いた観測的研究は宇宙論、銀河の形成と
進化、星や惑星の形成、銀河系の構造と進化、恒星分光、太
陽系天体、晩期型星星周構造、太陽系外惑星の探索など多岐
にわたっている。ISON 彗星およびLovejoy 彗星の観測、お
とめ座銀河団内での星生成活動や、銀河から剥ぎ取られたガ
スの電離の研究が行われた。太陽系外惑星の直接撮像法によ
る探索が継続して行われた。
　古暦、文献による天体現象の研究、および、天文アーカイ
ブデータと天文データベースを用いて活動銀河核や銀河を
ビッグデータとして扱う自動判定や機械分類などに関する統
計的研究なども進めている。
　天文アーカイブデータを使った研究として、公開されてい
る SDF/SXDF カタログの測光原点を SDSS カタログと定量的
に比較した研究も行われた。これとは別にSDSS撮像・分光
データを用いた活動銀河核母銀河の研究も行われた。

（2）国際協力観測研究
　海外研究者との国際共同研究も行われている。韓国の研究
者とLINERに関する研究を進めた。中国国家天文台と共同

19.　光赤外研究部
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で西チベットの望遠鏡建設のサイト調査も継続して行われて
いる。

3. すばる望遠鏡に関連する観測装置開発

　HiCIAO（赤外コロナグラフ）による惑星候補天体の探索や、
原始惑星系円盤の直接撮像観測のためハードウェアの改良を
進めるとともに、次世代のExtremeAOの開発に参加した。
　データアーカイブに関しては、サイエンティフィックシス
テム研究会のファイルシステム利用技術WGに参加し、スト
レージの大容量化に伴う困難克服と、より効率的なストレー
ジ利用のための研究を行っている。

4. すばる望遠鏡の運用支援

　すばる望遠鏡の共同利用について光赤外研究部は支援を
行っている。共同利用プログラムの公募、採択、共同利用旅
費の運用・管理などの実務、すばるに関する広報普及等を
行っている。天文データセンターと協力してすばるデータ解
析システムの運用の支援を行っている。すばる春／秋の学校
の共催（光赤外研究部、ハワイ観測所、天文データセンター
の3者で共催）、すばる体験企画への協力などを行っている。

5. 研究環境整備

　研究環境整備の一環 としてすばる棟のプリンタおよびレ
ンタル複合機、TV会議システム（2F、3F）、サブネットワークの
管理運用、すばる事務室へのデータバックアップサーバの運用を
行った。Windows XPの製品終息に伴うWindows 7への移行を
支援した。TV会議システムの製品終息に伴う更新を行った。
WWWサーバの更新を進めている。平成26（2014）年1月に発
生した不正アクセス事案に対する対応を部局内で主導した。

6. 次期大型計画の検討

　すばる後の光赤外分野の大型計画として、TMT（Thirty 
Meter Telescope）、JASMINEシリーズの検討に参加している。
JAXA宇宙科学研究所と国立天文台の協力体制の確立も必要
である。
　5年10年先を視野に大規模データを扱う高エネルギー加速
器研究機構と協力して次世代の大規模ディスクや計算機シス
テムに関する研究会を立ち上げた。そこでは、すばる望遠鏡
の次期観測装置やTMTを対象とした天文データベースにつ
いて10年先のアーカイブハードウェア、ソフトウェアの両面
からの検討を進めている。

7. 広報普及・新天体発見業務

　天文情報公開センターに協力してすばるによる研究成果の

公表（記者発表含む）などの広報普及活動を支援し、新天体
発見業務などを行っている。三鷹での特別公開（三鷹・星と
宇宙の日）には積極的に参加し、ミニ講演や展示以外にもマ
グネットパズル等、小中学校生にも親しみの持てる企画を
行った。

8. 教育活動

　総合研究大学院大学、東京大学、東京農工大学、日本大学、
その他からの院生26名を受け入れ、大学院の教育を行っている。
セミナー、自主ゼミなどへのスタッフの関与が活発である。
　小中学生に天文学に親しみや興味を持たせるための「ふれあい
天文学」に参画し、全国の小中学校に出向き授業を行った。
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20.　電波研究部

　電波研究部には、野辺山宇宙電波観測所、水沢VLBI観測
所、RISE月探査プロジェクト、そして現在建設中のALMA推
進室が属し、これらプロジェクトに所属する職員は同研究部
を併任する。電波研究部は、これら電波関連プロジェクトが
相互協力を図りながら、電波天文学の研究を行う部門である。
これらプロジェクト成果報告は各プロジェクト報告を参照し
てもらいたい。
　具体的な研究対象を表すキーワードとしては、ビックバン、
初期宇宙、銀河形成、ブラックホール、銀河のダイナミック
ス、星形成、惑星系形成、惑星および衛星、月、そして宇宙
物質進化、さらには究極のテーマである宇宙物質進化の過程
における生命の起源等がある。目では見ることができない電
波により、このような宇宙の命題や謎に挑んだ研究を推進し
ている。個々の研究成果は各プロジェクト報告もしくは研究
ハイライトを参照してもらいたい。
　また、電波研究部には電波天文周波数小委員会が設置され、
電波天文観測で大きな障害となる電気電子機器等に起因する

「人工妨害電波」への保護対応を検討している。

1. 電波天文周波数小委員会

　電波天文周波数小委員会は電波天文観測の観測環境を守る
活動を行っている。1932年米国のK. ジャンスキーが偶然に
初めて天体からくる電波を発見した。以来、電波で天体を観
測する手法が著しい進歩を遂げ、光観測とは違った新しい宇
宙像を見せてくれている。光観測の敵が「人工光による光
害」であるように、電波観測の敵は我々の周りを埋め尽くす
電気電子機器からの「人工電波による妨害」である。
　近年、無線通信技術の進展はめざましく、生活の隅々に電
波を使った携帯電話や無線LANが浸透している。テレビ放
送という日常の情報源も、電波のデジタル化によりこれまで
以上の発展を遂げた。このように有用・有限な資源である

「電波」は、その応用の利便性の故に、利用効率を上げながら
さらにその利用を発展させるであろう。そのため、「電波天
文観測に優しい“空”」を維持するには、より一層の努力が必
要となる。

（1）役割および構成
　電波天文周波数小委員会は、電波天文観測を妨げる人工電
波から天文観測を守り、その活動を通して保護の重要性を周
知していくことである。電波天文観測は電波を出さない、他
の無線通信業務に電波妨害を与えない静かな存在である。観
測環境保護に対する理解と協力を広く得ていくためには積極
的な努力が不可欠となる。霞ヶ関にある総務省関連部署や地
方の総合通信局にも電波天文の説明の機会を定期的に作り、
保護の重要性をご理解いただいている。

　電波天文と電波を発射する電波応用分野（業務）との利害
調整は、国内は総務省が、そして国際的には国際連合の専門
機関である国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）がその
任にあたっている。平成25（2013）年度も活動の一環として、
こうした調整活動に積極的に参画しながら、電波天文コミュ
ニティー（日本の電波天文研究者の集まり）の意見を代表し、
その役割を果たしてきた。
　小委員会は、国立天文台と日本国内の大学や研究機関に所
属する委員により構成されている。

（2）現状の課題
　電波天文周波数小委員会は新しい動向に対応し、各種干渉
問題と取り組んでいる。

◦自然災害に対応した無線業務の新規発生と拡大：
東日本大震災以降、災害に対応した新規業務からの干渉妨
害が増えた。

◦新しい電波応用の発生と拡大：
UWB（Ultra Wide Band）は低レベル・広周波数帯域利用技
術であり、低レベルが故に無線免許が緩和されている。

◦電波の有効利用で発生する空き周波数帯域の転用：
TV放送のデジタル化により、空き周波数帯は携帯電話な
どに新規追加配分される。

　こうした電波応用（無線業務）を原因とする干渉は、その
周波数帯域により大きく干渉影響が異なる。幸い、幾つかの
周波数帯が優先的に無線通信規則（RR: Radio Regulations）で
電波天文観測に割り当てられている。しかし、電波応用の帯
域と電波天文観測の帯域が同じ優先度の場合には、共存のた
めの話し合いが必要になる。電波天文観測は、宇宙の遠く離
れた天体の発する極めて微弱な電波を捉えなければならない。
地上における非常に微弱な不要レベルの電波さえ、電波天文
の観測に大きな影響を与えるからである。
　電波天文観測にとって対策が必要な干渉源は、23 GHz帯
災害対応CATV無線伝送システム（アンモニア観測等に与え
る影響）、21 GHz帯次世代新規衛星放送（水メーザ観測に与
える影響）、1600 MHz帯災害対応衛星携帯電話（パルサー観
測等への影響）、流通・製造現場の物位置の把握に使われる
UWB無線測位応用、さらにPLC高速電力線搬送データ通信

（低周波デカメータ帯観測に与える影響）などがあり、年々増
加の傾向が見られる。

（3）国際活動
　無線業務の周波数配分を規定する無線通信規則（RR: Radio 
Regulations）は世界無線通信会議（WRC）会合で毎3～4年で
見直される。直近では、平成24（2012）年2月にWRC-12が開
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催された。電波天文観測が優先保護される周波数帯も、これ
らのRRに記載されている。次回のWRC-15に向けてRR改訂
のために必要な多くの準備会合が、毎年スイス国ジュネーブ
で開催されている。電波天文周波数小委員会が関係する会合
は、WP7D（電波天文）会合とWP1A（周波数管理）会合で
ある。日本の電波天文コミュニティーを代表し、これまで国
際会合に参加してきた。また、WRC-15に向けたアジア・太
平洋地域の会合（APG会合）にも日本代表として毎回参加し、
アジア地域の意見形成にも寄与している。平成25（2013）
年度は4月と9月にジュネーブで開催された ITU-R WP7D会合、
また平成26（2014）年6月に豪州で開催されるAPG会合など
の各種会議にも参加し、電波天文の観測周波数帯保護に携
わってきた。

（4）国内活動
　電波天文周波数小委員会の国内活動は大きく二つある。総
務省主催の各種委員会への参加活動、並びに総務省の認可に
かかわる電波干渉源との直接折衝活動である。干渉源である
業者との折衝活動は国内活動の大きな特徴である。
　総務省主催の委員会は、上記国際会合に対応した国内会議
であり、国際会合への日本の対処方針を出す。それ以外の総
務省主催会議は、総務省が政策的に推進する電波応用の技術
審議会あるいは総務省が許認可にかかわる電波干渉源との折
衝の場である。電波天文観測保護に直接的な影響を与える

“折衝”は、社会・技術動向に関連した干渉問題に対応し、同
時進行的に行われてきた。
　以下に、前出項目（2）干渉問題の内いくつかの例を挙げる。
　新規UWB無線応用としては、物流・製造現場の物の流れ
を掴む測位目的のUWB応用がある。このUWB周波数帯は、
大陸間プレート移動を定常的に検出しているVLBI観測に干
渉影響を与える。RRの電波天文保護対象の帯域ではないが、
地震災害予知の観点で重要であり、その保護に対し総務省の
特段のご配慮をいただいている。また、24 GHz帯車載レー
ダは、観測所近傍の離隔距離を決め、レーダの自動スイッ
チオフを義務づける方向で法制化された。進行中の76 GHz
帯、79 GHz帯高分解能車載レーダは今後の普及が予想される。
その干渉妨害として、暗黒星雲の重水素を含む分子輝線観測
を目指す野辺山宇宙電波観測所45 m電波望遠鏡への影響が懸
念されている。国内における45 m鏡の観測は、南米チリの標
高5000 mに66台の高性能望遠鏡で展開する“国際プロジェク
トALMA”との関連でも重要である。一方で、車載レーダは
人命の安全に深くかかわってくることから、これまで相互の
合意が得られるよう慎重な折衝に努めてきた。
　自然災害によるCATVケーブル切断時は、23 GHz帯無線伝
送で応急接続される。23 GHz帯では、宇宙膨張に伴う赤方偏
移によりアンモニア分子輝線（RR電波天文保護バンド）が該
当帯域に入り込む。さらに、災害時には地上携帯に替わって
衛星を利用した携帯電話が有効である。静止衛星と周回衛星
を使った衛星携帯電話からの干渉妨害は、許認可の権限を持

つ総務省が仲介し、干渉検討が行われた。電波天文は被干渉
側として、衛星携帯電話の災害時利用の重要性を踏まえなが
ら、与干渉側と話し合い利用条件の合意書を締結した。
　新電波応用として、21 GHz帯次世代衛星放送計画（HDTV
画質の16倍解像度）が計画されている。22 GHz帯電波天文バ
ンド（重要な水蒸気観測帯）に近接し、宇宙から降り注ぐ電
波であり、その影響が憂慮されている。家庭内の電力線を流
用した電力線搬送データ通信（PLC）は、30  MHzまでの低
周波帯の電波天文観測に影響を与える。総務大臣へ「拙速に
PLC導入を行わない」要望を日本天文学会と地球電磁気・地
球惑星圏学会と協力し行い、事実関係の広い周知を目的に記
者会見も実施した。
　また、国立天文台の望遠鏡のみでなく、日本の電波天文コ
ミュニティーが保有する望遠鏡の保護についても、総務省に
対する申請業務等を行ってきた。
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21.　太陽天体プラズマ研究部

　太陽天体ブラズマ研究部は、太陽観測所、ひので科学プロ
ジェクト、野辺山太陽電波観測所のプロジェクトに所属する
研究教育職員が在籍し、これらのプロジェクトと密接に連携
しながら、太陽物理学の研究を行う部門である。本年度も、同
研究部所属の職員は全員が併任であり、専任する者はいない。
　研究の対象は太陽の内部構造、および太陽光球・彩層・コ
ロナ・太陽風などの太陽外層大気であり、フレア、黒点、白斑、
紅炎などの磁気プラズマの示す様々な現象や活動性について、
理論・観測の両面から行っている。理論研究では、日震学の
手法による太陽内部構造の診断のほか、磁気流体力学を共通
の手段にして、太陽類似の恒星や宇宙ジェット現象にも及ぶ。
観測的研究として、スペースからの観測に早くから取り組み、
現在飛翔中の科学衛星「ひので」の開発を行い、科学運用の
中心となっている。また、地上観測では、太陽フレア望遠鏡
に新たな技術も導入して研究を進めている。黒点・フレア・
コロナなどの定常観測を長期間にわたって継続し、諸外国の
関係機関と協力して、データの交換、出版を行っている。

1. 太陽物理学の総合的研究

　太陽物理学の研究は既に、観測（飛翔体観測と地上観測）
と理論研究とを総合して行う時代に入っている。科学衛星

「ひので」の運用は継続的に安定した定常運用体制が実現し
ている。世界の各宇宙機関で行われたレビュー（平成24/25年
度）にて得られた科学的成果に関する高い評価により、各宇
宙機関とも、平成26～27/28年度まで「ひので」運用を継続す
ることが約束されている。平成25年11月12－15日に、高山市
において行われた第7回国際ひので科学会議を主催している。

2. 教育活動

　平成25年度、当該研究部に所属する教官を指導教官とする
学生は、東京大学・4名（うち、1名中途退学）、総研大・2名
で、これらの学生の教育指導を行っている。また受託院生の
1名の指導も行った。また、研究部所属の職員や学生のプロ
ジェクトとは直接には関係しない研究活動（国際研究集会へ
の出席、国内外における観測）への支援も行っている。また、
各プロジェクトの支援のもと、京都大学・名古屋大学と連携
して、学部学生が太陽関連研究施設を回る「太陽研究最前線
体験ツアー」を企画・運営している。

3. 国際協力

　科学衛星「ひので」は、米国NASA、英国STFC、および欧
州ESAおよびノルウェイNSCとの国際協力になるプロジェ

クトであるが、その科学成果を引き出すため、Hinode Science 
Working Group（HSWG：主査は常田から桜井に交代－11月）
の会合が定期的に開催されており、科学運用における国際協
力・共同利用体制について議論を行っている。「ひので」取
得の全データ即時公開を継続して実施している。科学運用計
画コーディネータ（SSC：台内－関井、渡邊）は、広く世界
の太陽研究者から「ひので」の科学機器を用いる観測計画や、
他の太陽観測衛星や地上観測装置との共同観測計画（HOP: 
Hinode Operation Proposal）を募集し、成果が最大となるような
衛星観測を実行するための（電話）会議を月例で開いている。
　Solar-C準備室（本年度より Aプロジェクト、室長：原）
が設置され、次期太陽観測衛星（Solar-C）計画のミッション
提案を、国際協力を前提にして検討し、ISAS/JAXA-WG（主
査：渡邊）と協力して、とりまとめた。次年度に予想される

「戦略的中型」衛星計画の公募に対し応募すべく、準備を整え
ている。
　また、米国Advanced Technology Solar Tele-scope（ATST）計
画のScience Working Group会合に、同メンバーとして1名（末
松）が参加している。地上観測に関する将来計画についても
検討を開始しており、国内諸機関、また東亜諸国との国際協
力を視野に入れている。
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22.　理論研究部

1. 概要

　理論研究部は、国立天文台が定めた以下の4つの設置目的
のもとに「質・量ともに国際的に突出した研究成果を挙げる」
ことを目標とし、平成25年度の研究活動を展開した。
◦世界第一線の理論研究を進める。
◦理論天文学研究、特に国立天文台のスーパーコンピュータ

や大型観測装置を活用した研究、新観測装置の方向を示す
ような研究を進める。

◦全国の研究者との連携により、我が国の理論天文学研究を
強化する。

◦大学院教育を積極的に進める。
研究内容は、初期宇宙から銀河・恒星・惑星形成、コンパク
ト天体の活動性、天体プラズマ現象に至るまで、宇宙のさま
ざまな階層構造の進化・形成過程とダイナミックスおよび物
質の存在形態の研究など多岐にわたっている。高い国際競争
力を維持し、世界第一線の研究成果を出し続けるために、国
内外に開かれた理論研究の拠点の一つとして優れた研究環境
を提供し、国内および海外から客員教授、特別客員研究員、
滞在型研究員等として多くの研究者を積極的に受入れ、極め
て活発な研究活動を展開している。特に若手研究者の有力な
研究場所の一つとして研究成果を生み出し、大学および研究
機関との人事交流が活発である。常任の教授・准教授・助教
および特任助教、国立天文台研究員、日本学術振興会特別研
究員が、総合研究大学院大学・東京大学大学院・お茶の水女
子大学大学院の院生とともに、すばる望遠鏡、アルマ望遠鏡
および野辺山電波望遠鏡ほかのあらゆる波長域の観測衛星に
よる観測天文学との共同研究や、プラズマ物理、素粒子・原
子核物理等の隣接研究領域との学際共同研究を積極的に推進
し、幅の広い特色ある研究を行っている。理論研究部を中心
に、観測天文学と実験物理学を横断する国際会議、国内研究
会、セミナーを数多く主催し、天文科学分野の研究活動を牽
引している。

2. 現員と異動

　平成25（2013）年度に理論研究部を本務とする研究教育職
員は教授2名、准教授2名、助教4名、および天文シミュレー
ションプロジェクトを本務とし、理論研究部を併任する教授
1名、助教1名で構成されている。研究教育職員に加え、特任
助教3名、天文台研究員2名、日本学術振興会特別研究員1名、
ならびに以上の研究教育職員等を支える事務支援員1名の体
制をとっている。うち井上剛志は平成26（2014）年3月から助
教、藤井通子は平成25（2013）年9月から特任助教への赴任で
ある。

3. 研究成果

　本年度中に論文等として発表した研究成果（IV文献）のう
ち、理論研究部メンバーが著者・発表者となっている件数は
以下の通りである。その数が10未満の項目は省略した。

欧文報告（査読あり）：56 
欧文論文（研究会集録、査読なし等）：34 
欧文報告（国際会議講演）：72 

　研究成果の一部は巻頭の研究ハイライトで報告されている
が、ここでは理論研究部の構成員が主体的に行った研究につ
いて、研究ハイライトからリストアップする。

◦無衝突磁気リコネクションにおけるイオンの非線形力学
（銭谷誠司、他）

◦ 「マルチメッセンジャー天文学」に向けた連星中性子星合
体の輻射輸送シミュレーション（田中雅臣、他）

◦宇宙背景放射による原初磁場検出の可能性（山崎 大、他）
◦第4世代のニュートリノに対するビッグバン元素合成から

の天文学的制限（梶野敏貴、他）
◦初期宇宙でのイオン励起過程とビッグバンリチウム問題の

解決案（梶野敏貴、他）
◦ガンマ線バーストの中心天体（コラプサージェット）近傍

での r過程元素合成（中村 航、梶野敏貴、G. J. Mathews、他）
◦放射性同位体 92Nbの超新星ニュートリノ生成および太陽

系形成までの経過時間の決定（梶野敏貴、中村 航、G. J. 
Mathews、他）

◦相対論的平均場理論による強磁性原始中性子星での非対称
ニュートリノ生成とパルサーキック、スピン減速（梶野敏
貴、日高 潤、G. J. Mathews、他）

◦中性子星内部における多体量子効果とニュートリノ反応
（梶野敏貴、他）

◦ f(R)重力理論と超強磁場を帯びた中性子星の構造（梶野敏
貴、他）

◦ニュートリノ質量階層の天文学的決定（梶野敏貴、他）
◦超強磁場中での重中間子シンクロトロン放射と超高エネル

ギー宇宙ニュートリノの起源（梶野敏貴、他）

　また、以下の研究成果を「研究ハイライト」として理論研
究部ホームページ（http://th.nao.ac.jp/）上でリリースした。

◦ビッグバン元素合成リチウム問題の解決案： アクシオンと
長寿命暗黒素粒子の混合模型を提唱（梶野敏貴、他）

◦惑星形成におけるダストの静的圧縮過程（片岡章雅、他）
◦ブラックホールを残す超新星での rプロセスと初期銀河の
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進化（梶野敏貴、他）
◦相対論的ジェットの境界で成長する非軸対称モード

の Rayleigh-Taylor 不安定性と Richtmyer-Meshkov 不安定性
（松本 仁、他）

◦連星中性子星合体からの電磁波放射の様子が明らかに（田
中雅臣、他）

◦磁気リコネクションに見るプラズマ粒子の非線形力学（銭
谷誠司、他）

◦惑星の種はすき間だらけ（片岡章雅、他）
◦第4世代のニュートリノに強い制約： ビッグバン元素合成

理論からの導出に成功（梶野敏貴、他）
◦宇宙背景放射による原初磁場検出の可能性（山崎 大、他）
◦宇宙核時計ニオブ92の起源が超新星爆発ニュートリノで

あることを理論的に解明―超新星爆発から太陽系誕生まで
100万～3000万年と評価―（梶野敏貴、他）

◦未知のニュートリノ振動の性質を決定する超新星元素合成
理論を提唱―2013年英国物理学会誌ハイライト論文―（梶
野敏貴、他）

◦大質量星が星団の力学的進化に与える影響（藤井通子、他）
◦磁場で支えられた分子フィラメントの構造（富阪幸治）
◦運動論リコネクションにおける「磁気拡散」再考（銭谷誠

司、他）
◦宇宙背景放射と背景原初磁場―原初磁場効果の修正―（山

崎 大）

4. 教育活動

　研究教育職員の大学院および大学における非常勤講師活動
の情報は「VII 大学院教育、X 社会貢献」にまとめられてい
るが、ここでは講義科目名を補足する。

梶野敏貴：総合研究大学院大学「理論天文学基礎」、学習院大
学「時間・空間・物質の科学」および「物理学基礎」、日
本女子大学「宇宙と現代物理学」、実践女子大学「宇宙物
理学」、明治大学「原子核物理」

工藤哲洋：電気通信大学「宇宙地球科学」
小久保英一郎：東京工業大学「惑星科学序論」、東京大学大学

院「天体力学特論V」
中村文隆：大阪府立大学「物理科学特別講義」、北海道大学

「宇宙理学特別講義1」
浜名 崇：東京農工大学「地学」
堀 安範：神奈川大学「天文学概論」
Grant J. Mathews：東京大学大学院「特別講義：宇宙論と宇宙

物理学」

　また、工藤哲洋は、総研大サマースチューデントの機会を
利用して学部レベルの学生に研究の現場を体験させ、梶野敏
貴は、スーパーサイエンス高校レクチャー「元素誕生の謎に
せまる」（新潟県立柏崎高校）、小久保英一郎はスーパーサイ

エンス高校レクチャー「コスモサイエンス・宇宙の中の地球」
（石川県立金沢泉丘高等学校）および「宇宙の中の地球」（東
京都立日比谷高等学校）を行い、高校教育に貢献した。

5. 広報普及活動

　理論研究部の構成員は、一般向けの講演会を通して広く広
報普及活動に寄与している。本年度の一般講演は以下の通り
である。大須賀健：朝日カルチャーセンター横浜「ブラック
ホールにコンピュータで迫る」。梶野敏貴：青森大学・青森明
の星短期大学主催・第1回学びの森市民セミナー「宇宙のはじ
まりと生命の誕生」、稲城市教育委員会主催・プロフェッサー
講座「宇宙のはじまり：時空と対称性の破れ」、「元素は宇宙
をめぐる：ニュートリノと生命誕生の謎」。小久保英一郎：日
本物理学会科学セミナー「太陽系の起源―星くずから惑星へ」、
日本天文学会公開講演会・宇宙は伊達じゃない !?「星くずか
ら地球へ」、日本カレンダー暦文化振興協会「星くずから地球
そして月へ」、朝日カルチャーセンター新宿「中高生のための
宇宙の中の地球」、「オールトの雲 アイソン彗星のふるさと」、
池袋コミュニティ･カレッジ「ほうき星のふるさと―オール
トの雲」、「月の美しさ」、郡山市ふれあい科学館スペースパー
ク「スーパーコンピュータで地球を作る実験」、岩手の未来を
拓く公開講演会盛岡「星くずから地球へ」。田中雅臣：朝日カ
ルチャーセンター横浜「コンピュータで挑む超新星爆発の謎」、
したまち天文学隅田「ベテルギウスの運命～超新星爆発は起
きるか？～」。浜名崇：朝日カルチャーセンター横浜「宇宙の
暗黒物質と暗黒エネルギー」。藤井通子：朝日カルチャーセ
ンター横浜「最新天文学が解き明かす銀河の姿」。山崎大：朝
日カルチャーセンター横浜「宇宙背景放射の偏光と次世代宇
宙論」。

6. 国際協力

　梶野敏貴は、英国物理学会（Journal of Physics G.）評議委
員、欧州科学財団ユーロ起源（EuroGENESIS）評議委員、カ
ナダ科学技術評議会国際審査委員、欧州核物理学関連領域理
論センター（ECT*）国際アソシエート、スイス国立科学財団

（SNF）を務めた。小久保英一郎は、国際天文学連合系外惑星
委員会を務めた。
　理論研究部の研究職員が中心となって、第12回・物質と
銀河進化に関する国際シンポジウム（The 12th International 
Symposium on Origin of Matter and Evolution of Galaxies、つくば
国際会議場）、および、総研大アジア冬の学校（SOKENDAI 
Asian Winter School 2013: Science Eyes and Minds towards 
Cosmic Horizon、天文科学専攻・宇宙科学専攻共同開催）を
組織し、我が国の研究成果を世界に発信するとともに国際交
流に貢献した。
　理論研究部の仲立ちで、国立天文台と欧州原子核物理学関
連領域理論センター（略称ECT*）との間で国際交流協定を締
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結した。国際会議・共同研究を協力して推進し、研究者およ
び大学院生を相互に派遣して大学院教育を行うことで天文学
と宇宙・核・素粒子・物性物理学の境界領域を更に発展させ
ることを目的とする。平成26（2014）年9月に「超新星および
中性子星連星系合体における rプロセスの解明」に関する国
際ワークショップをECT*（イタリア・トレント）で開催する。

7. 受賞

　片岡章雅は、日本惑星科学会において最優秀発表賞を受賞
した。

8. 国外からの主な訪問者

　理論研究部は、理論天文学研究における国内のCOEとして
だけでなく、海外に開かれた天文学の研究拠点として優れた
研究環境を提供し、科研費、運営費交付金、天文台客員経費等
の経費により多くの国外からの訪問者を受け入れて共同研究
を行っている。以下が本年度の主な海外訪問者リストである。

BALANTEKIN, Akif B.（ 米 国、 ウ ィ ス コ ン シ ン 大 学 ）
BRASSER, Ramon（台湾、アカデミア・シニカ）
MATHEWS, Grant J.（米国、ノートルダム大学） 
CHEOUN, Myung-Ki（韓国、ソンシル大学）
DELIDUMAN, Yamac（トルコ、ミマールサイナン工芸大学）
GANDHI, Poshak（英国、ダーラム大学）
KUSAKABE, Motohiko（韓国、韓国航空大学）
DIEHL, Roland（独国、マックスプランク研究所）
RYU, Chung-Yeol（韓国、ハンヤン大学）
WARREN, MacKenzie（米国、ノートルダム大学）
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「国際連携室」は、国立天文台全体として特色ある国際研究協
力のための、戦略の策定・推進および国際化の基盤強化を図
る取り組みを支援し、研究者の自主的な研究活動を促すこと
を目的としている。「国際連携室」では、国際協力プロジェク
ト支援、海外の天文学研究組織との交流窓口、国際活動情報
の収集・提供、国際研究集会・研修・セミナー等の開催支援、
外国人研究者・学生の受け入れ支援、国内研究機関との国際
交流に関する連携などの各種活動を行う。

1. 国際協力プロジェクト支援

　国際研究協力を組織的かつ主体的に展開していくために必
要な情報を収集・提供し、国際活動に関する連絡調整、国際
協定の締結・支援およびノウハウの蓄積を行う。海外の大
学・研究機関等と協定・契約等を通じて連携する上で、どの
ような点を考慮しなければならないか、どのような解決方法
があるか、個別案件に関する相談・調査等の活動を通じて、
情報を収集・蓄積し、提供する。また、個別案件について、取
組への助言、相談や質問に応える。また、国際協力協定およ
び覚書の締結や、共同研究に関わる安全保障輸出案件を取り
扱った。

2. 海外の天文学研究組織との交流窓口

　東アジア各地域を代表する中核天文台である、中国科学院
国家天文台（中国）、自然科学研究機構国立天文台（日本）、韓
国天文宇宙科学研究所（韓国）、台湾中央研究院天文及天文物
理研究所（台湾）の4機関を構成員とする東アジア中核天文台
連合（EACOA）により毎年1回開催される、4機関の台長・所
長会議を平成25（2013）年6月28日－29日に米国ハワイ島ヒロ
のスミソニアン・サブミリメーター望遠鏡で開催した。また、
東アジア中核天文台連合による博士号取得後のフェローシッ
プ事業の平成26（2014）年度分の公募を行った。さらに、東
アジア中核天文台連合による東アジア地域での中・小口径望
遠鏡による共同研究ワークショップ（平成25（2013）年6月21
日－25日、昆明、中国）を共同開催した。
　国立天文台と国際天文学連合（IAU）との間に締結された

「国際天文学連合天文学広報普及室」（The IAU Office for Public 
Outreach）を国立天文台内に設置する協定に基づき、Public 
Outreach Coordinator の国際公募と採用手続きを行った。ま
た、東アジア中核天文台連合の加盟機関と協力し、国際天
文学連合の天文学発展のためのオフィス（the IAU Office for 
Astronomy Development: OAD）の東アジア地域での活動を支
援した。

3. 国際研究集会・研修・セミナー等の開催支援

　国立天文台が主催または協賛する国際研究集会・研修・セ
ミナー等の企画、実施をサポートする。事務的な課題や対応
についての相談や質問に応える。また、要望があれば、適切
な連携先や担当者の紹介、機関間の調整、関連情報の収集な
どを行う。

4. 外国人研究者・学生の受け入れ支援

　外国人研究者・留学生等の研究教育・生活環境面での組織
的な支授体制を強化する。外国人研究者・留学生等の日本での
快適な生活を支援するため、ビザをはじめとする各種手続き
や生活相談に応じるほか、日常的な生活情報の提供も行った。

5. 国内研究機関との国際交流に関する連携

　国内の大学等の教育・研究機関との国際交流に関する連携
を進めるとともに、自然科学研究機構の国際戦略本部および
国際連携室との国際協力に関する連絡調整を行う。岡山天体
物理観測所、および石垣島天文台と国内9大学の連携により
行われている「大学間連携による光・赤外線天文学研究教育
拠点のネットワーク構築－最先端天文学課題の解決に向けた
大学間連携共同研究－」事業の取りまとめを行った。
　自然科学研究機構国際連携室と協力し、「国際共同研究支
援職員研修」を企画、外国人研究者向けの受入れマニュアル
の作成、自然科学研究機構各機関での英語マスターセミナー、
等の実施を支援した。さらに、自然科学研究機構事務局と協
力し、2名の自然科学研究機構事務職員を海外研修目的でハ
ワイ観測所へ派遣するサポートを行った。

23.　国際連携室


